
 
 

★ＮＥＷ★  毎月変わるベテラン大会 実施中！！ 

短時間開催の「ハーフ day 女子ダブルス」開催！！ 
 

主  催   コスモテニスカレッヂ 

会  場   ①東京グリーンヒルズ (ハードコート 4 面)    当日問合せ TEL:03-3755-3900 

    〒146-0081 東京都大田区仲池上 1-9-10 

②南部テニスクラブ (砂入り人工芝 4 面)    当日問合せ TEL:070-5580-0886(8:30~) 

          〒179-0073 東京都練馬区田柄 5-3-24 
 

種  目   ◎ 女子ダブルス ◎ 女子チーム対抗戦 
 

集合時間   9：20 までに受付を済ませてください（時間厳守） 

       天候不順の場合は８：４０に決定。ＨＰ、twitter、当日問合せの電話等でご確認ください。 
 

試合開始   9：30（9：00～9：20 までコート開放します、練習ボールは各自でご用意ください） 

アップをされる場合は、最大１面に４ペア入ることもあります。譲り合って 10 分以下のご使用にご

協力お願い致します。 
 

試合方法*   6 ゲーム先取ノーアド（セルフジャッジ）、3～4 チーム（組）のリーグ戦後各ブロック１位・

2 位は決勝トーナメントに進みます。最低 4 試合を予定しています。 

ブロックリーグ途中、雨で中止の場合はエントリー費から 1 ゲーム消化毎に 2,000 円を頂きま

す。ブロックリーグ終了をもって成立とさせて頂きます。 

ペア変更はメールにて事前にご連絡ください。 

(開催予定時間 9:20~16:00) *参加人数、天候により変更することがあります。 

＜女子チーム対抗戦＞ダブルス２試合で進行していきます。1 チーム 4～6 人登録可能です。 
 

表  彰   優勝、準優勝**（**エントリ－数により変更する場合がございます）                                 
 

申込方法   コスモテニスカレッヂ公式 WEB サイト http://cosmo-tc.com/tournament-list/よりお申

込みください。大会月２ケ月前の 25日 AM10:00より申込み開始となります。 
 

       Cosmocup 申込みはこちら⇒ ここをクリック またはＱＲコード⇒ 

 

支払方法   当日現地にてお支払い頂きます。 
 

不成立中止  各大会一週間前時点で最低施行人数に達しない場合は中止となりメール連絡致します。 
 

キャンセル  大会開催日の 2週間前の AM9:00までにWebサイト上よりお手続きください。 

 2 週間を過ぎた場合は全額をお支払頂きます。（例）大会 5/15→5/1 AM9:00 迄 
 

キャンセル料 支払先口座：ゆうちょ銀行 

       口座番号 ：００１５０－０－７３０３６４（銀行からは…〇一九店、当座０７３０３６４） 

       口座名称 ：有限会社コスモテニスカレッヂ 
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【南部会場】≪女子ダブルス≫ １ペア ￥7,000 募集６～１６ペア 

ビギナー 1/23(月) 2/3(金)  ベテラン５0 1/30(月)  

初 級 1/27(金) 2/6(月) 2/17(金) ベテラン５5 2/15(水)  

初中級 1/20(金) 2/10(金)  ベテラン 105 2/15(水)  

中 級 1/18(水)   ベテラン 110 1/30(月)  
 

ハーフ day 12/19(月) 12/23(金) 1/13(金) 2/27(月)   

◆ハーフ dayダブルスにつきましては要項 3 枚目をご確認頂きお申込みをお願い致します。 
 

【グレード】南部会場≪女子ダブルス≫に適用                             

ビギナー 
・初めて試合に参加する方、試合経験の少ない方からテニススクール初級の方 

(※１)優勝者は、ビギナー大会には出られません。初級・初中級・中級大会でお待ちしています。 

初 級 
・女子連基準では、Ｄ級レベル。テニススクールでは初級者以下に限ります。 

(※１)優勝者は、ビギナー・初級大会には出られません。初中級・中級大会でお待ちしています。 

初中級 

・女子連基準では、Ｃ・Ｄ級レベル。テニススクールでは初中級者以下に限ります。 

(※１)優勝者は、ビギナー・初級大会には出られません。優勝ペアで再度出場も出来ません。中級大会

でお待ちしています。 

中 級 ・女子連基準では、Ｂ・Ｃ級レベルの中級者以下に限ります。何度でも出場頂くことが出来ます。 

ベテラン 

<50>大会当日がお二人とも 50 歳以上で中級者以下のペア。何度でも出場頂くことが出来ます。 

<55>大会当日がお二人とも 55 歳以上で中級者以下のペア。何度でも出場頂くことが出来ます。 

＜105＞大会当日がお二人で 105 歳以上で中級者以下のペア。何度でも出場頂くことが出来ます。 

◆ダブルスペア戦の受付方法が変わりましたが皆様の戦績は継続し、事務局では管理はしておりますがエン

トリー毎の確認は致しません。お客様自身でお願い致します。 

 

【南部会場】≪女子チーム対抗戦≫ １チーム ￥14,000 募集４～８チーム 

ビギナー 1/16(月) 2/8(水) 2/20(月)    

初 級 1/25(水) 2/13(月) 2/22(水)    

中 級 1/11(水) 2/1(水) 2/24(金)    

フリー 12/21(水)      
 

【グリーンヒルズ会場】≪女子ダブルス≫ １ペア ￥7,000 募集４～８ペア 

ビギナー 12/14(水) 1/25(水)     

初 級 1/11(水) 2/22(水)     

フリー 12/21(水) 2/8(水)     

 

【グレード】南部会場≪女子チーム対抗戦≫・グリーンヒルズ会場≪ダブルス≫に適用                  

ビギナー 
・初めて試合に参加する方、試合経験の少ない方からテニススクール初級の方 

(※１)優勝者はビギナー大会には出られません。初級、中級もしくはフリー大会でお待ちしております。 

初 級 
・女子連基準では、Ｃ，Ｄ級レベルの初級者以下に限ります。 

(※１)優勝者は、ビギナー、初級大会には出られません。中級、フリー大会でお待ちしております。 

中 級 

・女子連基準では、Ｂ，Ｃ級レベルの初中級者以下に限ります。 

(※１)優勝者は、初級大会以下には出られません。優勝チームは、同じメンバーでは出られません。但

し、二度優勝された方は中級大会以下には出られません。フリー大会でお待ちしております。 

フリー どなたでも参加できます。レベルの制限はありません。何度でも出場頂くことができます。 
 

＊お願い＊ 南部会場より…駐車場に限りがございます。チームで２台までにご協力お願い致します。 



【南部会場】≪ハーフ day女子ダブルス≫１ペア ￥５,000 募集各クラス４～８ペア 

一日時間が作れない忙しい方、体力に自信のない方など気軽に参加出来るハーフ day 女子ダブルスの大会を

新設致しました。 

10:00～14:00 の短時間で 6 ゲーム先取ノーアド（セルフジャッジ）を 3 試合行うクラスです。 

エントリー数により終了時間が早まることがあります。 

A クラスとＢクラスなどクラスごとにわけ同時開催致します。 

◆(※２)南部会場≪女子ダブルス≫グレード表をご確認下さい。 

◆ハーフｄａｙダブルスの戦績は、通常 1ｄａｙの cosmocup には適用されません。 
 

集合時間   9：50 までに受付を済ませてください（時間厳守） 

       天候不順の場合は ９：００ に決定。ＨＰ、twitter、当日問合せの電話等でご確認下さい。 
 

試合開始   10：15（10：00～10：10 までコート開放します、練習ボールは各自でご用意下さい） 

アップをされる場合は、最大１面に４ペア入ることもあります。もしくは、5 分交代等当日スタッ

フの指示に従い譲り合ってご使用にご協力お願い致します。 
 

試合方法     6 ゲーム先取ノーアド（セルフジャッジ）、３～５組のリーグ戦のみ(エントリー数により変更

あります) 
 

表  彰    各ブロック優勝                                 
 

申込方法・支払方法・不成立中止・キャンセル等は通常 cosmocup同様です。本誌要項１枚目をご覧下さ

い。 
 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
  

◆cosmocup 全てのグレードにおいて、上記規定を守られない場合又は規定されている実力以上であることがわ

かった場合には本戦に進めません。 

◆(※１)優勝された時点でのお申込み済の大会につきまして、キャンセル可能期間が過ぎている場合はキャンセル

料が発生いたしますので気を付けてお申込みをお願い致します。 

◆要項（大会内容）は、お客様により満足して頂けるよう随時見直していきますので出場前に必ず ご確認下さ

い。 

お問合せ   メールアドレス tournament@cosmo-tc.com（返信に数日かかることがあります） 

コスモテニスカレッヂ大会事務局 TEL：070-5372-0923  FAX：04-2922-5563 

問い合わせ時間 平日 9：00～13：00、16：00～21：30 土日 7：30～18：30 月曜定休日 
 

大会中の事故・怪我等につきましては一切責任を負いかねますのでご了承下さい。 

Aクラス 12/19(月) 1/13(金) 2/27(月)    

Bクラス 12/19(月) 12/23(金) 1/13(金) 2/27(月)   

ペア 120 12/23(金)      

【グレード】南部会場≪ハーフｄａｙ≫に適用                              

                             

ハーフ day 

A クラス…上記グレード(※２)のビギナーから初級レベルまでのペア。コスモ主催の南部会場ダブルス大

会（cosmocup）のビギナー、初級で優勝された方は出られません。このクラスでの優勝者

は、ハーフ dayＡクラス卒業となります。ハーフ dayＢクラス・通常 cosmocup でお待ちし

ております。 

B クラス…上記グレード(※２)のビギナーから中級レベルまでのペア。何度でも出られます。通常

cosmocup もお待ちしております。 

１２０クラス…大会当日がお二人で 120 歳以上で、上記グレード(※２)のビギナーから中級レベルまで

のペア。何度でも出られます。通常 cosmocup もお待ちしております。 
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