
香村謙水 / 島笙太ペア

泊一将 / 宇野琢斗ペア 石川希望 / 山口大晴ペア

坂井勇仁 / 神谷和輝ペア

遊川大和 / 本山知苑ペア 小林良輔 / 中富奏太ペア

師岡響渡 / 中村龍太郎ペア増田勝久 / 深見柾ペア 幣慎之介 / 池田桜介ペア

(1) 関西高校
(2) コウムラケンスイ
(3) 京都府 (4) 岡山県
(5) オールラウンドプレー
ヤー (6) 全日本ジュニア
U16 ダブルスてベスト 8
になれたことです (7) 高校
選抜の団体戦で全国優勝す
ることです。

(1) 関西高校
(2) シマショウタ
(3) 京都府
(4) 岡山県
(5) オールラウンダー
(6) 全日本ジュニアダブル
スベスト 8 に入ったこと
(7) スケボー

(1) フリー
(2) サカイユウト
(3) 大阪府
(4) アジア
(5) サーブ
(6) 箱根旅行
(7) スカイダイビング

(1) アントラーズ
(2) トマリカズマサ
(3) 愛知県
(4) 岡崎市豊田市
(5) ボレー
(6) 楽天オープン初観戦
(7) 他県大会の参加、上位
入賞

(1) 中井功
TennisAcademy
(2) イシカワノゾム
(3) 大阪府 (4) 大阪
(5) フォアとサーブで勝負
(6) テニスを通じた色々な
方との出会い
(7) スカイダイビング

(1) フリー
(2) モロオカキョウト
(3) 大阪府
(4) 大阪・兵庫
(5) 左利きを活かす
(6) 全国選抜テニス出場決
定！
(7) シングルで結果を出す

(1) 浪速中学校
(2) コバヤシリョウスケ
(3) 大阪
(4) 大阪市・豊中市
(5) バコラー
(6) 全日本ジュニアダブル
スベスト 8
(7) 全日本ジュニア優勝

(1) フリー
(2) ユカワヤマト
(3) 大阪府
(4) 岡山県
(5) オールラウンダー
(6) 高校別々のパートナー共
にキャプテンになったこと
(7) パートナーと全国大会決
勝で対戦すること

(1) フリー
(2) カミヤカズキ
(3) 風の谷
(4) 東南アジア
(5) 太陽の神ニカ
(6) 入社したこと
(7) 腹筋を割る！

(1) アントラーズ
(2) ウノタクト
(3) 愛知県
(4) 愛知県
(5) ガンガンいこうぜ。
(6) テニス仲間が増えたこ
と
(7) フォアハンド強化

(1) 中井功
TennisAcademy
(2) ヤマグチタイセイ
(3) 大阪府　(4) 大阪
(5) 精神力の強さ
(6) スマスロの登場
(7) コンプリート機能の発
動

(1) フリー
(2) ナカムラリュウタロウ
(3) 大阪
(4) 大阪
(5) 開発中！
(6) 初めて団体戦ダブルス
で戦ったこと
(7) 個人で全国に出る

(1) 星田テニスクラブ
(2) ナカトミソウタ
(3) 大阪府
(4) 大阪府
(5) オールラウンドプレー
ヤー
(6) 全国ダブルスベスト 8
(7)ITF 挑戦

(1) フリー
(2) モトヤマシオン
(3) 大阪府
(4) 三重県
(5) オールラウンダー
(6) 全国大会初優勝
(7) インターハイ三冠

(1)
(2) イケダオウスケ
(3) 大阪府
(4) 大阪府
(5) サーブアンドボレー
(6) 選抜を決めた
(7) ディーズニーに行く

(1) フリー
(2) タオカトシアキ
(3) 神戸
(4) 神戸
(5) ジョリジョリのフォア
(6) ブレイキングだうん
(7) 社会人

(1)
(2) ヘイシンノスケ
(3) 大阪府
(4) 兵庫県
(5) スーパーばこらー
(6) 団体で勝利した。
(7) 全国選抜ベスト 4

(1) フリー
(2) マスダカツヒサ
(3) 大阪 (4) 枚方市
(5) フォアのばコリ
(6) 体育会の試合で負け続
けたこと
(7) 本戦出場

参加者プロフィール（30歳未満男子ダブルス個人戦）
(1) 所属 (2) フリガナ (3) 出身地 (4) 主なテニス活動エリア (5) プレースタイル (6)2022 年印象に残ってること (7)2023 年の目標・やってみたいこと

山元雅弥 / 山村栄一郎ペア 安藤大貴 / 澤村真作ペア
(1)BIGBOSS 稲森
(2) ヤマモトマサヤ
(3) 大阪府
(4) 大阪府
(5) シコラー
(6) 悪魔降臨
(7) ネットプレー

(1) 江坂テニスセンター
(2) アンドウダイキ
(3) 兵庫県　(4) 江坂
(5) ボレー好き、オールラ
ウンダー
(6) 選抜準決勝フルセット
で負けた
(7) 心機一転頑張る

(1)BIGBOSS 稲森
(2) ヤマムラエイイチロウ
(3) 大阪市 (4) 大阪市内
(5) シコラー
(6) テニス YouTuber の
方々と対戦したこと。
(7) 若々しいテニスを目指
します。

(1) くにじま
(2) サワムラマンサク
(3) 大阪
(4) 大阪
(5) ネットプレー
(6) 初骨折
(7) 全日本出場

山下皓生 / 多田怜正ペア

　予選Bリーグ

　予選Aリーグ

　予選Cリーグ

(1) 中京大学
(2) タダリョウセイ
(3) 大阪　(4) 愛知
(5) あばれる君
(6) 東海でダブルス 1 位に
慣れたこと
(7) 次はインカレに単複出
場すること

(1) 近畿大学
(2) ヤマシタコウキ
(3) 京都府
(4) 関西
(5) オールラウンダー
(6) 彼女ができました
(7) インカレ出場したいで
す



若松玄登 / 三和遥人ペア藤淵賢太 / 福田恵介ペア

寒作悠司 / 守屋翔ペア 中田匡亮 / 下司耕輔ペア

(1)
(2) フジブチケンタ
(3) 大阪府
(4) 全国
(5) 鉄壁の攻め
(6) 大学に入ったこと
(7) フル単

(1) フリー
(2) ワカマツハルト
(3) 滋賀
(4) 東京
(5) オールラウンダー
(6) リーグ戦
(7) インカレ出場

(1)
(2) フクダケイスケ
(3) 兵庫県
(4) 全国
(5) アグレッシブ
(6) オリンピック
(7) ダブルスインカレ取る

(1) フリー
(2) ミワハルト
(3) 大阪府
(4) 関西
(5) サーブアンドボレー
(6) 人生初のテスト 0 点
(7) 身長 170 センチ突破

(1) フリー
(2) カンサクユウジ
(3) 大阪
(4) フリー
(5) 粘り強さ
(6) ラケットを変えた事
(7) インカレベスト 8 ！

(1) フリー
(2) モリヤカケル
(3)Japan
(4)Japan
(5) シコシコテニス
(6)9 割女の子だった
(7) 彼女を作る

(1) ニートの森　毛根伐採
編
(2) シモジコウスケ
(3) 奈良県
(4) 横浜市全域
(5) 肉を切らせて骨を断つ
(6) 下まつ毛の長さ
(7)rosemary とのコラボ

(1) ニートの森　毛根伐採
編
(2) ナカタキョウスケ
(3) 大阪府
(4) 大阪府
(5) 自作自演型プレイヤー
(6) ニートになること
(7) 転職活動

杉本幹太 / 羽田峻也ペア 谷澤拓真 / 河野晃太ペア

津崎優 / 福家璃音ペア

松井翔兵 / 福田将之ペア

藤井裕次 / 北雄介ペア
(1) ノアＴＡ垂水
(2) タニザワタクマ
(3) 兵庫県
(4) 兵庫県
(5) オールラウンダー
(6) 全米オープンでアルカ
ラスが優勝した事
(7) 関西ジュニア出場

(1) フリー
(2) スギモトカンタ
(3) 大阪府
(4) 関西
(5) オールラウンダー
(6) ワールドカップ
(7) 健康

(1) ラボキッズジュニア
(2) カワノコウタ
(3) 兵庫県
(4) 兵庫県
(5) サービス & ボレーヤー
(6) 肘の手術をしたこと
(7) 全中出場

(1) フリー
(2) ハダシュンヤ
(3) 大阪
(4) 関西
(5) 爆走フォア
(6) 地下労働
(7) グランドスラム優勝

(1) フリー
(2) ツザキユウ
(3) 兵庫県
(4) 兵庫県
(5) ボレー
(6) 高校に受かったこと
(7) がむしゃらに生きる

(1) フリー
(2) フジイユウジ
(3) 大阪府
(4) 大阪府
(5) チャンボ製造機
(6) 大阪に戻ってこれまし
た！
(7) 引越し

(1) 松井翔兵
(2) マツイショウヘイ
(3) 大阪府
(4) 大阪府
(5) 吠える
(6) テニスショップを開業
(7) テニス大会運営

(1) フリー
(2) フケリント
(3) 兵庫県
(4) 西宮市
(5) シコラー
(6) ブラボー
(7) 全国選抜優勝

(1) フリー
(2) キタユウスケ
(3) 愛知県
(4) 大阪
(5) 特になし
(6) 特にない
(7) 試合に沢山出る

(1) 福田将之
(2) フクダマサユキ
(3) 大阪府　(4) アメリカ
(5) スーパーフォアと繊細
なタッチ
(6) アエロのプロが強すぎ
た事
(7) 世界一周

参加者プロフィール（30歳未満男子ダブルス個人戦）
(1) 氏名 (2) フリガナ (3) 出身地 (4) 主なテニス活動エリア (5) プレースタイル (6)2022 年印象に残ってること (7)2023 年の目標・やってみたいこと

　予選 Eリーグ

　予選Dリーグ

　予選 Fリーグ

田島仁成 / 新出悠月ペア
(1)Ventura College
(2) タジマジンセイ
(3) 和歌山県
(4) 和歌山県
(5) アグレッシブ
(6) ワールドカップでスペ
インに勝ったこと
(7) テニスのレベルアップ

(1) 近畿大学
(2) シンデユヅキ
(3) 和歌山県
(4) 和歌山県
(5) 組み立てるタイプ
(6) ワールドカップでスペ
インに勝ったこと
(7) テニスのレベルアップ

堀隼人 / 浅里勇登ペア

(1) フリー
(2) アサリユウト
(3) 大阪 (4) 兵庫、大阪
(5) なんちゃってカウン
ターパンチャー
(6) 転勤した事
(7)ATP の試合を見に行く

(1) フリー
(2) ホリハヤト
(3) 愛知県
(4) 大阪市
(5) どれも突出したものな
し
(6) 試合にいっぱい出れ
た！
(7) 優勝したい！

諌山航平 / 天谷柾貴ペア
(1)MTC
(2) イサヤマコウヘイ
(3) 滋賀県
(4) 東大阪
(5) オールラウンダー
(6) 体に老いを感じた事
(7) 痩せる！身体鍛える！
給料上げる！

(1)MTC
(2) アマヤマサキ
(3) 滋賀県
(4) 東大阪
(5) 空振り王
(6) コロナになったこと
(7) 大会で優勝する



HAVE A

NICE DAY
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Chain は、
「テニスを文化にすること」
を、目指しています。

ヒトやモノやバショを、
テニスを通じてChain のように
繋いでいけたらと。

皆さまの参加、
心よりお待ちしております
YouTube もぜひご覧下さい。
“Chain-tennisチャンネル”

■Chain Cup MAP■

→開催予定

(2022.12.28 時点 )

→開催済

①1/9＠西宮 TC（月 1,2 開催）
②1/29＠大阪富田林wacc
③2/12＠西宮 TC（月 1,2 開催）
④2/23＠福岡博多の森
⑤2/25＠岡山備前
⑥2/26＠岡山浦安
⑦3/4-5＠群馬高崎
⑧3/11＠三重鈴鹿
⑨4/   ＠埼玉大宮（追加予定）
⑩5/4＠兵庫アーバン六甲
⑪7/22-23＠山梨北杜 club verde
⑫11/4-5＠静岡伊豆高原ﾛﾌﾞｨﾝｸﾞ丸数字

①
②
③

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪
⑫⑤⑥

④

Chain 公式サイト

Chain 公式 YouTube チャンネルで、
（ほぼ）毎日 1試合、動画配信中！




