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主 催 Fleek 

協 賛 企 業 学校法⼈ GODAI スポーツエンターテイメント、株式会社エイルサポート、 

株式会社エナジー、スノワートジャパン株式会社、株式会社 RYOMA、 

カルミア株式会社、パデル名古屋、Glowing 株式会社、その他随時追加予定 

種 ⽬ 男⼦ダブルス団体戦（男⼦ダブルス 3 本） 

開 催 ⽇  2022 年 10 ⽉ 23 ⽇（⽇） 

会 場  中京⼤学 豊⽥キャンパス（デコターフ 8 ⾯） 

試 合 球 ダンロップフォート 

試 合 ⽅ 法 予選︓リーグ形式 本戦︓トーナメント形式 

           1 セットマッチ /ノーアドバンテージ / 6-6 タイブレーク 

参 加 資 格 オープン︓テニス愛好家なら誰でも参加可能 

参 加 料 ⾦ 24,000 円 / チーム 

定 員 16 チーム 

⼤ 会 申 込 ⽅ 法 テニスベアからエントリーをお願いします。 

注 意 事 項  試合⽅法等は変更になる場合がございますのでご了承下さい。  

お⾞は指定の場所に駐⾞して下さい。  

⼤会中の事故については、応急処置は⾏ないますが、その後の責任は負いかねます。  

締 め 切 り 2022 年 10 ⽉ 16 ⽇（⽇） 

ドロー抽選⽅法  当⽇会場でくじを引いていただきます。 

実施可否について ⾬天での中⽌判断は前⽇の 10 ⽉ 22 ⽇の 12 時にさせていただきます。  

その他ご不明な点は下記の Fleek 公式 LINE までお問い合わせ下さい。 

コロナウィルス 熱がある等、体調の悪い⽅のご参加はご遠慮ください。 

蔓延防⽌について  当⽇は検温、アルコール消毒を実施させていただきます。ご了承ください。  

プレー中以外はマスク着⽤必須です。 

トイレ等設利⽤は必要な時以外ご遠慮ください。  

コートに⼊りましたら⼈との距離を取って荷物を置いて下さい。  

咳エチケットにご協⼒下さい(プレー中の咳は⼿や袖で覆って下さい)。 

今⼤会に関するご質問・個⼈情報などの照会・訂正・削除に関するお問い合わせ先 

Gmail ︓fleektennis@gmail.com 

第 3 回 Fleek Cup 



【主 催】 Fleek
【協 賛】 随時更新予定
【会 場】 中京⼤学 豊⽥キャンパス（デコターフ8⾯）
【住 所】 〒〒470-0348 愛知県豊⽥市⾙津町床⽴101
【形 式】 1セットマッチ / ノーアド / 6-6タイブレーク
【締 切】 10⽉16⽇(⽇) または定員に達した場合

男⼦ダブルス3本
参 加 費 24,000円/チーム

定員：16チーム

今⼤会の様⼦は
YouTube
Fleekチャンネル

こちらで公開予定︕

＼テニス愛好家なら誰でも参加⼤歓迎／

2022.10.23(sun)
受付8︓30 開始9︓00

HP 各種
SNS

〇今⼤会は、新型コロナウイルス対策を可能な範囲で実施いたします。参加者の皆様、ご協⼒のほどよろしくお願いいたします〇発表している⼤会
の内容は、天候ややむを得ない理由により変更となる場合がございます〇⼤会出場中の映像・記事・記録などの新聞・雑誌・インターネット・その
他への掲載権は主催者に帰属します。〇FLEEK事務局以外に試合の動画撮影を⾏う場合は、ネット公開有無は関係なく主催者と対戦相⼿に必ず確
認・同意を取ってください。
〇今⼤会に関するご質問・個⼈情報などの照会・訂正・削除に関するお問い合わせ先 Gmai ︓fleektennis@gmail.com

LINEID︓@271jpvsw

第3回

テニスベアから
お申込みください

Fleek Cup



会場マップ

第三駐⾞場
お⾞はこちらに
停めてください

【会場についてのご案内】
コロナ対策の為、シャワーの使⽤は出来ません。
着替えは所定の場所でお願いします。学校内は全⾯禁煙です。
校舎は⽴ち⼊り禁⽌です。OBの⽅でも⽴ち⼊りはご遠慮ください。
コンビニは海津駅周辺にファミリーマートがあります。
⾃動販売機は北側のトイレ付近にございます。
荷物はどこに置いていただいても構いませんが、
他の⽅のご迷惑とならないよう、ご配慮のほどお願いします。
当⽇は無料で⽔とお菓⼦のサービスも⾏っております。
ご⾃由にお取りください。場所はケータリングコーナーです︕

駐
輪
場

本
部

進⾏表
出⼊⼝

出⼊⼝出⼊⼝

出⼊⼝

出⼊⼝

B-1 B-2 B-3

A-1 A-2

B-4

A-3

B-5

企業
ブースケータリング

コーナー



タイムテーブル

※コートは変更になる可能性があるのでご了承ください。予選リーグ

本戦トーナメント



エントリーリスト





島 康輔
プレースタイル
声で会場を
沸かせるガッツ

にんにくマシマシあぶらカラメ
同学年が集まったテニスのモチベーションとポテンシャルが⾮常に⾼いチームの

登場だ。チーム名からものすごくコッテリとした個性というインパクトの強いチーム
なのかもしれない。実業団選⼿が4名とFleek Cupがちょっぴり苦⼿な松尾選⼿と

⾃称⼆郎インスパイア系インスタグラマーの林君、それぞれの活躍が⾮常に楽しみだ。

林 ⼤地
プレースタイル

狙ってスムースにできます。

⽟腰 敬⼤
プレースタイル

意味わからないところに
打つとんでもボレー

⽥中 瞭良
プレースタイル

娘の成⻑を⾒ること。
あと歌⼿としての活動。

松尾 魁⼈
プレースタイル
ミックスダブルスが
いちばん得意

安⽥ 有賢
プレースタイル
妹の成⼈式に

⾏って花束渡します



⼤⾨ 祐也
プレースタイル

⼈より少しだけミスが
少なく、背が⼤きい

室伏広治さんの後輩たち
あの伝説のオリンピアが在学していた⼤学の後輩たちが先輩の名前を掲げて
今⼤会にエントリーを。1名後輩ではないという情報も上がってきているが、

正直テニスの試合には関係ない。偉⼤な先輩の名前を出して戦う覚悟はあるか。
昨年の準優勝チームだけに今⼤会にかける思いはかなり熱いようだ。楽しみだ。

杉原 健
プレースタイル

おとなしい性格からの
満振りフォア

酒井 来征
プレースタイル
アメリカン

久保⽥ 晃世
プレースタイル

プライドエレベスト級

根⽊ 聖
プレースタイル
減量中の貧弱な
ストローク

⼭⼝ 雄也
プレースタイル
若いから動けるだけ



シングルスプレーヤー集めてみた

カズナ
プレースタイル

🍌

⾃称シングルスプレーヤーが集う⼤学⽣選抜チーム。今⼤会の中ではかなり若⼿軍団
であることは間違いないだろう。テニスでは⼀般的にシングルスが強ければ

ダブルスも強いとは限らないと⾔われている。⼼理戦やポジショニングなどなど
相関的に関係してくる。しかし彼らのポテンシャルは今⼤会No.1だろう。楽しみだ。

皆川 将也
プレースタイル
⻤ストローク

加藤 翼
プレースタイル
ストローカー

⾐川 信繁
プレースタイル

戦意喪失させるフォアロブ

⼭⽥ 直輝
プレースタイル

スーパーカウンチャー

森⽥ 翔⼀朗
プレースタイル
エグいのは
バックハンド



タイセイさんのグルめぐり

井上 裕也
プレースタイル
不安定

おっと。チーム名はまさかのグルめぐり。おそらくお酒と⾷事が趣味だと思わせる
チーム名になっている。噂によるとキャプテンはインスタグラムで少し⼈気だとか。
チームメイトを⾒ると関東で活躍していた⽅々が集まっている気がする。昨年とは

⼤きくチームが異なるが今⼤会は決勝に駒を進めることができるのか。⼤いに期待。

佐藤 友紀
プレースタイル

フェンス直撃バックハンド

⻄村 顕⼈
プレースタイル
猪突猛進

⼩林 宰
プレースタイル
シコラー

⽊野 翔
プレースタイル

泥

池之上 理宇
プレースタイル
メイウェザー

諱 五貴
プレースタイル
とにかくフォア



ゆが教

畑中 温翔
プレースタイル

根性

今⼤会の最年少チームの登場だ。噂によると10代の選⼿もいるらしい。筆者は昔
⼤⼈とお話しすることがとても苦⼿だったが、今思えばもっと⼤⼈とお話をして
様々な経験を聞いておけばよかったと。こういった⼤⼈が集まる⼤会に出場する
若者を⼼から応援してます︕たくさん話を聞いてキラキラしている未来へ進め︕

多⽥ 怜正
プレースタイル
バコバコ

原 侑⼤
プレースタイル
バコラー

藤⽥ 透伍
プレースタイル
ギャンブル

吉⽥ 光宏
プレースタイル
サーブアンドボレー

伊左治 陽⽣
プレースタイル
フルカウンター



レッツゴー日体大

⼭⽥ 知宙
プレースタイル
アングラー

レッツゴーレッツゴー⽇体⼤︕TikTokなどで合計1億回再⽣されたと⾔われる
応援歌をチーム名に⼊れてきたこのチーム。メンバーを⾒るとポテンシャルが⾼く
⽳のないメンバー構成で揃えてきた。ヒシヒシとキャプテンの勝ちたさが⾒えて

きてしまっている。もちろん応援歌はレッツゴーレッツゴー⽇体⼤なのか︖

安井 優貴
プレースタイル
サーカステニス
あとは少しだけ顔が

⼤きいだけ。整ってるけど。

松岡 ⼤樹
プレースタイル
ドライブボレーヤー

堀 泰也
プレースタイル
サーブアンドバレー

伊藤 肇
プレースタイル
サーブアンドボレー

藪 巧光
プレースタイル

ゲイバーの店員としての
ソフトタッチ



大盤振る舞い２

天崎 荘汰
プレースタイル

サーブアンドボレーヤー

みなさん、昨年度の優勝チームの再登場です。メンバーの変更は若⼲あるものの
現役時代（今も）の輝きは他チームよりも多いだろう。昨年度優勝ということと

メンバーを⾒ておそらくたくさんのチームがチャレンジャー精神でぶつかってくる。
どこまでそのプレッシャーを跳ね除けみんなに⼤盤振る舞いしてくれるのか期待⼤。

中島 悠雅
プレースタイル
球の遅いバコラー

川島 颯
プレースタイル
ボレー

⼩桧⼭ 駿
プレースタイル
かたつむり

⼤野 翼
プレースタイル
ホームラン

中村 悠⼈
プレースタイル

相⼿のサーブもボレーします



おじさんず

江坂 啓
プレースタイル
最近は塩派

えーっと。全然おじさんではありません︕むしろ他のチームよりも若いメンバーも
⼀部いるような気がするこの6名。メンバーを⾒るとダブルス３本共に⽳がない
バランスの取れたチームと前評判がある。今⼤会のダークホースになるだろうと

どこかの道端で聞いたような聞いていないような。ダークホースになってほしい︕

政岡 壮太
プレースタイル
スモールサーバー

⽥中 佑樹
プレースタイル
頑張って返す

鵜飼 元⼀
プレースタイル
オールラウンダー

三浦 明仁
プレースタイル
ボレーが1番得意

河村 陸⽃
プレースタイル

サーブアンドチョレイ



Fleek連合軍

藤本 賢哉
プレースタイル
ストローカー

Fleekに所属するチームで結成された連合軍のご登場︕このようなチームができること
ものすごく嬉しく思うのが運営側の気持ちです。周りは全国区の⽅ばかりではあるが
どれだけそこに⾷いついて勝利を挙げることができるのか。今⼤会のダークホースに

なり、Fleekの名を全国へ轟かせてくれ︕⽯原さんの⼀発ギャグにも期待したい。

北村 海⾥
プレースタイル
サーブアンドサーブ

市川 蔵
プレースタイル
オールラウンダー

清峰 優太
プレースタイル
熱い気持ち。

⽯原 旺彦
プレースタイル
めちゃくちゃ⾯⽩い
⼀発芸を３発持ってます

⼩林 和樹
プレースタイル
シコラー



ブラックス

⾦原 拓之
プレースタイル

粘り

ブラックス…。とにかく⿊いという情報が運営側に届いている。⿊は⾊の三原⾊の
中⼼にある⾊で、たくさんの⾊が重なると⿊になる。つまりたくさんの⾊（個性）が

集まった⼀致団結しているチームということはチーム名から読み取れる。
会場を⿊く染めてくれるのはこのチームしかいない。皆さんパワハラにご注意を︕

⼤出 康仁
プレースタイル

週刊誌に載らないくらいの
パワハラ

⽔野 貴志
プレースタイル
フリースタイル

笹⾕ 昌⼤
プレースタイル
ボレーヤー

⼤⽯ 嗣也
プレースタイル

アグレッシブベースライナー

まくりや
プレースタイル
ハイエナ



アニメオタクを集めてみました。

加藤 ⼤新
プレースタイル
ボレーヤー︖

アニメ好きに悪い⼈はいない。そう聞いたことがある。つまりこのチームには
悪い⼈は1⼈もいないということになる。夏アニメの中だと、リコリスが個⼈的に

⼤好きで千束がなんとも⾔えない可愛さで…。失礼しました。個⼈的に会場で
このチームには興味津々。正直このチームはテニスも強い。オタク最⾼︕︕︕

⼭⼝ ⽣倖
プレースタイル
無慈悲なボレー

宮脇 駿
プレースタイル
ダブラー︖︖

岩⽥ 陽介
プレースタイル
ビックバンサーブ

鈴⽊ 拓希
プレースタイル
安定感

⻄⼝ 康治
プレースタイル
威嚇＆減量



とにかく大貴が可愛い

⼩⼭ 拓海
プレースタイル
若気の⾄り

昨年のFleek Cupではベスト４のチームだ。福岡キャプテンの采配で勝ち上がった
実績があるこのチーム。昨年とはメンバーをがらっと⼊れ替えて今⼤会にエントリー
さあ、今年もベスト４、いやそれ以上の結果を出すためにどのような采配をするのか

個⼈的には⼤学⽣3名はもちろん、⽇本リーガーの渡邉・⾼瀬に注⽬したい。

福岡 佑介
プレースタイル
采配は僕に任せて

渡邉 勇⼈
プレースタイル

ストロークでは負けたこと
ありません。（2022年度）

⾼瀬 岳理
プレースタイル

会場の中で1番⼤きな挨拶が
できます。（約束）

⻑⾕川 凛
プレースタイル
どちらかといえば
ドロップショット

染⾕ 雄⼤
プレースタイル

趣味はバックボレーです



事業内容・会社案内
GODAIグループは、横浜を中⼼にテニススクール、
ゴルフスクール、ゴールデンキッズ（⼦どもの運動神経
向上スクール）など「スポーツ⽂化の育成・普及・発展」を
めざして様々なスポーツビジネスを展開しています。
⼤学テニスも応援しており、インカレをはじめ
主要学⽣⼤会の協賛をしているほか、学⽣テニス出⾝の
今村昌倫プロ・熊坂拓哉プロのサポートもしています。
今⼤会へ⼀⾔
このたびFleek CUPが盛⼤に開催されることを
⼼よりお祝い申し上げます。
『テニスを辞めてしまう⼈を1⼈でも減らしたい。』
この⾔葉を伺ったとき、私たちにできることは
積極的に関わっていこうと決⼼しました。
テニスを愛し、テニスに愛された⽅々と⼀⽇を過ごす、
この素晴らしい機会に当グループが携われることは、
当グループの誇りでもあります。この度参加される皆様が
「やっぱテニスって最⾼だ︕」と思っていただけるよう、
精⼀杯サポートいたします。
皆様とお会いできることを楽しみにしております。

Sponsors
GODAIグループ

株式会社エナジー
事業内容・会社案内
平成22年創業の医療、介護、福祉サービスの提供を
⾏っています。「みんなが笑顔になる介護」の
実現に向けて愛知県内でグループ総数24拠点を
運営させていただいております。
今後も施設運営の拡⼤が決まっており、
地域の⽅々に必要なサービス提供と地域の
雇⽤の活性化を⽬指しています。

今⼤会へ⼀⾔
⼤会開催おめでとうございます。
⼤会の開催まで運営者様をはじめ参加者様も
怪我なく楽しんで下さい。この度メインスポンサーを
させていただくこと光栄に感じています。
テニスが⽣涯スポーツとして普及される中で少しでも
貢献出来れば幸いです。またスポンサーという⽴場を
通じて少しでも介護、福祉という業界にも興味を
持っていただきたいと思います。
この機会に様々な⼈の交流が
活性化することを願っております。



事業内容・会社案内
イベント企画運営やプロスポーツイベント
マスコット運営、グッズ企画販売、
ヒーローショーを実施しております。
企業理念: 社会の役に⽴つ企業であり続ける。

今⼤会へ⼀⾔
Fleek CUPの開催おめでとうございます。
ウィズコロナで感染予防をしっかりとして、
当⽇は学⽣時代のように真剣勝負︕
全集中でのプレーに期待致します︕
皆様の熱い試合、楽しみにしてます。

有限会社ザットインターナショナル

株式会社エイルサポート
事業内容・会社案内
医療、介護、福祉事業を営むEグループの
グループ法⼈です。
当社は平成24年創業で⽼⼈ホームやデイサービス、
障がい者の⽅のグループホームなどを運営させて
いただいております。
名古屋市⻄区を中⼼に愛知県にて事業規模を
拡⼤しています。

今⼤会へ⼀⾔
この度スポンサーとして素晴らしい⼤会な協賛
出来ることを嬉しく思います。
開催までご尽⼒をされた⽅にはお礼申し上げます。
当社は医療、介護、福祉事業を営んでおり今後も
事業拡⼤予定です。また、若い世代の⽅に
介護福祉のことを少しでも知ってもらいたいと
思っています。スポンサーを機会に業界を
知っていただければ幸いです。
皆様が怪我なく⼤会を終えられることを
お祈りしています。



株式会社RYOMA

株式会社MDNEXT

事業内容・会社案内
【働く⼈のキャリアを照らす】をミッションとし、
20代の営業職に特化した転職サポート「キャリてら」の
運営をしています。仕事が充実しているから、
プライベートが楽しい、そして⼈⽣も
楽しくなると思っております。
今仕事に迷っている⽅はぜひ相談してください︕
もっと⾃由にキャリア選択ができる⼈が増える⽇本に
なるように精⼀杯サポートをさせていただいております︕

今⼤会へ⼀⾔
この度Fleek CUPが開催されることを⼼より
お慶び申し上げます。また、社会⼈になり、
運動する⼈が減るイメージが多い中で、
全⼒でスポーツを楽しむFleekの皆さんのような⽅が
増えることで、ストレスを抱える⼈も減ると
思いますので、こういった活動が広まるよう
応援しております。

事業内容・会社案内
弊社は関⻄を主軸とした総合不動産
【売買、賃貸、管理】・飲⾷・コンサルティング
【M&A等】業を⾏なっている会社です。
皆様の転勤、転職、同棲、結婚などの⼈⽣の
ターニングポイントにぜひ不動産のご相談を
いただければ幸いです。また、不動産と飲⾷業などを
主体として独⽴⽀援や資産形成なども⾏なって
おりますので独⽴するためには︕資産を増やす
ためには︕というお悩みや夢もお気軽にご相談
いただければと思います。
また、弊社のスポンサーの⼀環として
⽥島尚輝選⼿、⽊下晴結選⼿や⼤学サークル
連盟への協賛、⼤会などの協賛を⾏なっており
テニス界には個⼈、団体組織共に応援をさせて
いただいております。
今⼤会へ⼀⾔
これからもテニスを通じて楽しい⼈⽣にして
いきましょう︕代表の前⽥誠治⾃⾝も体育会の
テニス部出⾝で今もバリバリプレーヤーとしても
テニスをしております︕
皆さまお相⼿よろしくお願い致します︕



事業内容・会社案内
2005年に上海にて創業。
スポーツ総合商社としてスポーツ・
コンディショニング⽤品の輸⼊販売、
オリジナルテニスウェアの作成などを
おこなっている他、上海・台北にてテニススクールの
運営を⾏なっています。
上海マスターズ観戦ツアーや台湾テニス旅⾏など
お気軽にお問い合わせください。
今⼤会について⼀⾔
Fleek CUP開催おめでとうございます。
皆様の健闘をお祈りすると共に、
ベストパフォーマンスを発揮できるよう弊社の
BOOSTERをご活⽤いただければ幸いです。
⾃由に商品をお試しいただけますので、
是⾮ブースにお⽴ち寄りください。

株式会社⾶雄⾺

Glowing株式会社

事業内容・会社案内
アジアで⾦、銀、銅、レアメタルなどの試掘、
採掘を⾏う鉱業を展開。その他にも、
⾃社ビルやマンションの不動産賃貸や
貿易業を⾏っている会社です。近年は、
以前から展開していた飲⾷業を強化しており、
国内海外合わせて4店舗の飲⾷店を展開中。
愛知県では、焼⾁、焼⿃、ハンバーガーを
展開しています。是⾮⼀度、
ご利⽤になってみてください。

■当⼤会について⼀⾔
弊社は⽇頃からFleek様と全⾯的な協⼒関係にあり、
ここまでお付き合いさせてもらっています。
テニス界を担うFleek様をスポンサーとして、
近くで応援、協賛できることを⼼より嬉しく
思います。素晴らしい⼤会になりますことを
期待しています︕



株式会社ダンロップスポーツマーケティング

スノワートジャパン株式会社

事業内容・会社案内
「お客様のスポーツライフをもっと豊かに」を経営
理念とし、私たちダンロップはスポーツを通じて、
全てのプレーヤーに健やかで豊かな瞬間を提供し、
勝利する事だけでなく、ゲームを楽しみ、ゲームを
愛するプレーヤーのためのブランドです。
そして⼀⼈でも多くのお客様の”笑顔”に寄り添う事
を⼤切にしています。

今⼤会へ⼀⾔
この度「Fleek CUP」が開催される事を⼼よりお慶び
申し上げます
コロナ禍により様々な場⾯で集まる機会も減っている
事と思いますが、⼤⼈数が集まる貴重な機会を楽しん
で頂ければと思います。
学⽣時代よりも体を動かす機会が減った⽅が多いと
思いますので、怪我には⼗分に気をつけてください︕︕

事業内容・会社案内
1928年ベルギーで創業されたラケットブランドである
「スノワート」は多くの有名プロ選⼿が使⽤し
グランドスラムタイトルを数多く獲得するも
1990年代初頭にいったん姿を消してしまいます。
しかし、その存続を強く願う⼈々やベルギーテニス協会が
中⼼となり2016年に復活を遂げ、同時に⽇本でも活動を
開始いたしました。
そのラケットは物作り王国ベルギーの情熱をひきつぎ、
こだわった本物をお届けすべく⾼品質な素材、
他社よりも多い⼯程により製造されています。
⽇本では多くのジュニア選⼿、⾞いす選⼿のサポートを
続けており、最近では競技層のプレイヤーからも
注⽬が⾼まっています。私たちは本物をテニスフリークの
皆さまへお届けしたいと考えています。

今⼤会へ⼀⾔
Fleek CUPのような試合が盛⼤に開催されることに
つきまして、⼼からお祝いと感謝の⾔葉を述べさせて
いただきます。テニスプレイヤーなくして私たちの
存在意義もなく、このような⼤会が⾏われることは誠に
喜ばしく、また若い皆さまが⾃主的に運営を⾏うという
⼆重の意味で素晴らしい⼤会だと思います。
テニスに親しみ、テニスから学び、テニスを通じてつながる、
このような⼤会を私たちも応援いたしております。
末永くFleek CUPが続き、多くのプレイヤーの笑顔が
⾒られることを願ってお祝いの⾔葉とさせていただきます。



カルミア株式会社

有限会社スポルト

事業内容・会社案内
名古屋全域で介護が必要な⽅や、
そのご家族をサポートする事業を
メインで展開しております。
ケアマネージャーが⼼⾝の状況や
⽣活環境、本⼈や家族の希望等に
沿ってケアプランを作成します。
また、ケアプランに位置づけた
サービスを提供する事業所や、
施設などとの連絡・調整を⾏います。
また、託児所なども⾏っており、
総合的なサポート事業を⾏っております。

事業内容・会社案内
有限会社スポルトは愛知県東海市にある
スポルトテニスアカデミーの運営、半⽥市にある
ソシオ成岩スポーツクラブのテニススクール業務受託、
⽇本福祉⼤学硬式テニス部へのコーチ派遣、
⼦供の運動能⼒開発講座などを⾏っています。
今後はどの年代でも、どの⽬的でも多くの⼈が楽しめ、
活躍できる環境の提供を⽬指します。
今⼤会へ⼀⾔
第3回Fleek Cupの開催、おめでとうございます︕
本気でテニスを楽しみたい⼈が、本気のテニスで
輝ける⼤会。こういう⼤会を開催して頂けることを
テニス関係者として嬉しく思います。
選⼿の皆さんは勝敗に関わらずテニスを楽しんで頂き、
素敵な出会いと良い思い出作ってくださいね。
また、この⼤会から⽇本のテニスが益々盛り上がる
ことを願っています。



⼿島ガス株式会社

パデル名古屋 ウォンシャタウン

株式会社アビテナ

Thank you!!



2021年2⽉にスタートし、
現在会員数100名以上、14社の協賛企業様のもと活動しております。

Fleekは【規模】【強さ】【⾯⽩さ】の全てにおいて
「⽇本⼀」を⽬指して活動しています︕

毎週⼟曜⽇に愛知県内のコートで定期練習会を⾏っております。

全国⼤会経験者・上位進出者も多数在籍している
「ハイレベルサークル」の為、
未経験・初⼼者の⽅よりも強い練習相⼿をお探しの⽅にピッタリです︕

不安な⽅は体験の参加も随時受け付けておりますので、
お気軽にお問い合わせください︕
また、HPにFleekの詳細情報を記載しております︕
このページの下にQRコードがございます。⼀度ご覧ください。

最後になりますが、本⽇はFleek Cupを存分にお楽しみください︕

Fleek
会員数100名以上︕
⽇本「最強」サークルを⽬指して活動中︕

最⾼の⼀⽇にしましょう︕
Fleek運営



＼第３回Fleek Cup開催記念／

Fleek Cupスタンプラリー

スタンプラリー実施概要
①今⼤会の様⼦をInstagramのストーリーに

@fleek_tennisをメンションしてください︕
メンション後、⾼平・林のどちらかまでお声がけください︕

②GODAIグループの⽅（堀江さん・坂⼝さん）のブースに⾏き
スタンプをくださいとお伝えください︕

③SNAUWAERTの⽅（寺岡さん）のブースに⾏き
スタンプをくださいとお伝えください︕

④Glowingの⽅（中川さん）のブースに⾏き
スタンプをくださいとお伝えください︕
スタンプを４つ集めていただくと、ダンロップの豪華商品

テニスラケット・シューズ・Tシャツ＿・タオルなどが
抽選で各１名様に当たります︕

スタンプを集めていただいた⽅から本部までお越しください︕

駐
輪
場

出⼊
⼝

出⼊
⼝

A-1 A-2 A-3

企業
ブースケータリング

コーナー

こちらの企業ブースに
是⾮お⽴ち寄りください︕



【主 催】 Fleek
【協 賛】 焼⾁ ⻁屋 その他随時追加予定
【住 所】 〒470-0352 愛知県豊⽥市篠原町太郎迫33-2
【形 式】 1セットマッチ /ノーアドバンテージ
【締 切】 12⽉4⽇(⽇) または定員に達した場合

2022.12.11(SUN)

けんぽの森
（オムニコート6⾯）

Fleek
Cup

Gmai ︓fleektennis@gmail.com
LINEID︓@271jpvsw HP 各種

SNS

〇今⼤会は、新型コロナウイルス対策を可能な範囲で実施いたします。参加者の皆様、ご協⼒のほどよろしくお願いいたします〇
発表している⼤会の内容は、天候ややむを得ない理由により変更となる場合がございます〇⼤会出場中の映像・記事・記録などの
新聞・雑誌・インターネット・その他への掲載権は主催者に帰属します。〇FLEEK事務局以外に試合の動画撮影を⾏う場合は、
ネット公開有無は関係なく主催者と対戦相⼿に必ず確認・同意を取ってください。

問合先

男⼦D
個⼈戦
6,600円/ペア

⼥⼦D
個⼈戦

6,6000円/ペア

優勝ペアには
⽶沢⽜1kg

＼プレゼント／

＼お⾁争奪カップ開催／

16ペア 8ペア

詳細＆エントリーは
テニスベアから︕

男⼦ダブルス ⼥⼦ダブルス



【主 催】 Fleek
【協 賛】 学校法⼈GODAI、随時追加予定
【会 場】 相模原グリーンテニスクラブ（オムニ6⾯）
【住 所】 神奈川県相模原市南区東⼤沼2-10-41
【形 式】 6ゲーム先取 / ノーアド / 5-5タイブレーク
【締 切】 12⽉11⽇(⽇) または定員に達した場合

男⼦ダブルス2本
参 加 費 16,000円/チーム

定員：16チーム

今⼤会の様⼦は
YouTube
Fleekチャンネル

こちらで公開予定︕

＼テニス愛好家なら誰でも参加⼤歓迎／

2022.12.17(sat)
受付8︓30 開始9︓00

HP 各種
SNS

〇今⼤会は、新型コロナウイルス対策を可能な範囲で実施いたします。参加者の皆様、ご協⼒のほどよろしくお願いいたします〇発表している⼤会
の内容は、天候ややむを得ない理由により変更となる場合がございます〇⼤会出場中の映像・記事・記録などの新聞・雑誌・インターネット・その
他への掲載権は主催者に帰属します。〇FLEEK事務局以外に試合の動画撮影を⾏う場合は、ネット公開有無は関係なく主催者と対戦相⼿に必ず確
認・同意を取ってください。
〇今⼤会に関するご質問・個⼈情報などの照会・訂正・削除に関するお問い合わせ先 Gmai ︓fleektennis@gmail.com

LINEID︓@271jpvsw

第1回

テニスベアから
お申込みください

Fleek Cup
In 関東⼤会

1勝1敗の場合
代表者同⼠の
7Pタイブレーク



【主 催】 Fleek・テニスビラージュ
【協 賛】 HEAD、その他随時更新予定
【会 場】 海の中道マリーナ＆テニス（オムニコート10⾯）
【住 所】 〒811-0321 福岡県福岡市東区⻄⼾崎18-25
【形 式】 6ゲーム先取 / ノーアド / 5-5タイブレーク
【締 切】 1⽉8⽇(⽇) または定員に達した場合

今⼤会の様⼦は
YouTube
Fleekチャンネル
こちらで公開予定︕

Fleek village Cup
＼テニス愛好家なら誰でも参加⼤歓迎／

2023.1.14(sat)
受付8：30 開始9：00

HP 各種
SNS

〇今⼤会は、新型コロナウイルス対策を可能な範囲で実施いたします。参加者の皆様、ご協⼒のほどよろしくお願いいたします〇発表している⼤会
の内容は、天候ややむを得ない理由により変更となる場合がございます〇⼤会出場中の映像・記事・記録などの新聞・雑誌・インターネット・その
他への掲載権は主催者に帰属します。
〇FLEEK事務局以外に試合の動画撮影を⾏う場合は、ネット公開有無は関係なく主催者と対戦相⼿に必ず確認・同意を取ってください。
〇今⼤会に関するご質問・個⼈情報などの照会・訂正・削除に関するお問い合わせ先 Gmai ︓fleektennis@gmail.com

LINEID︓@271jpvsw

男⼦ダブルス1本、混合ダブルス2本
参 加 費 18,000円 / チーム （男⼦4名以上、⼥⼦2名以上）

テニスビラージュHP 
Or テニスベアから
お申込みください



テニスベアでは全国の空きコートやイベントを検索できます。
さあ、今すぐテニスの予定を⽴てよう！


