
 

テニス好きを増やしたい！そんな気持ちで和気あいあいとした楽しい大会をご用意していま

す。 

テニス上達への近道は定期的に大会へ参加して課題を一つずつ克服することです。皆様のご参加お待ちしてます！ 

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分に決定。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（9：00～9：25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） 

試合方法   6ゲーム先取ノーアド（セルフジャッジ）参加人数、天候により変更することがあります。 

       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 1,000円を頂きます。 

       予選終了をもって成立とさせていただきます。 

使用球    ブリヂストン XT8、またはダンロップ FORT 

表  彰   優勝、*準優勝 (グリーンヒルズ準優勝は 6ペア以上の大会を対象とさせていただきます)                                          

申込方法   コスモテニスカレッヂ公式 WEBサイトよりお申込みください。  

ＵＲＬ    http://cosmo-tc.com/tournament-list/  

※右のＱＲコードからも WEBサイトへ入ることができます  ⇒ 

支払方法   当日現地にてお支払いいただきます。 

申込締切り  各大会日 7日前まで(最低施行人数に達しない場合は大会日 5日前に連絡 しま

す) 

キャンセル  大会開催日の 2週間前までにメール連絡もしくは 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いいただきます。（ペア変更可） 

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 

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 

＊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いたします。 

  

【開催日】 

開催日 種 目 グレード 会 場 参加費(税込) 定員 

12/2(水） 女子チーム対抗戦 初級 南部テニス 1 ﾁｰﾑ 14,000円 8 ﾁｰﾑ 

12/3(木） 女子チーム対抗戦 フリー 南部テニス 1 ﾁｰﾑ 14,000円 5 ﾁｰﾑ 

12/4(金） 女子チーム対抗戦 ビギナー 南部テニス 1 ﾁｰﾑ 14,000円 8 ﾁｰﾑ 

12/7(月） 女子チーム対抗戦 中級 南部テニス 1 ﾁｰﾑ 14,000円 8 ﾁｰﾑ 
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12/9(水） 女子ダブルス大会 ビギナー 東京グリーンヒルズ 1組 7,000 円 8組 

12/18(金） 女子チーム対抗戦 初級 南部テニス 1 ﾁｰﾑ 14,000円 8 ﾁｰﾑ 

12/23(水） 女子チーム対抗戦 ビギナー 南部テニス 1 ﾁｰﾑ 14,000円 8 ﾁｰﾑ 

12/23(水） 女子ダブルス大会 初級！！ 東京グリーンヒルズ 1組 7,000 円 8組 

1/13(水） 女子チーム対抗戦 ビギナー 南部テニス 1 ﾁｰﾑ 14,000円 8 ﾁｰﾑ 

1/13(水） 女子ダブルス大会 ビギナー 東京グリーンヒルズ 1組 7,000 円 8組 

1/14(木） 女子チーム対抗戦 初級 南部テニス 1 ﾁｰﾑ 14,000円 ＊  5 ﾁｰﾑ 

1/18(月） 女子チーム対抗戦 中級 南部テニス 1 ﾁｰﾑ 14,000円 8 ﾁｰﾑ 

1/22(金） 女子チーム対抗戦 初級 南部テニス 1 ﾁｰﾑ 14,000円 8 ﾁｰﾑ 

1/25(月） 女子チーム対抗戦 ビギナー 南部テニス 1 ﾁｰﾑ 14,000円 8 ﾁｰﾑ 

1/27(水） 女子ダブルス大会 初級 東京グリーンヒルズ 1組 7,000 円 8組 

2/3(水） 女子チーム対抗戦 初級 南部テニス 1 ﾁｰﾑ 14,000円 8 ﾁｰﾑ 

2/5(金） 女子チーム対抗戦 フリー 南部テニス 1 ﾁｰﾑ 14,000円 8 ﾁｰﾑ 

2/10(水） 女子ダブルス大会 ビギナー 東京グリーンヒルズ 1組 7,000 円 8組 

2/12(金） 女子チーム対抗戦 ビギナー 南部テニス 1 ﾁｰﾑ 14,000円 8 ﾁｰﾑ 

2/15(月） 女子チーム対抗戦 中級 南部テニス 1 ﾁｰﾑ 14,000円 8 ﾁｰﾑ 

2/19(金） 女子チーム対抗戦 初級 南部テニス 1 ﾁｰﾑ 14,000円 8 ﾁｰﾑ 

2/24(水） 女子ダブルス大会 初級 東京グリーンヒルズ 1組 7,000 円 8組 

2/26(金） 女子チーム対抗戦 ビギナー 南部テニス 1 ﾁｰﾑ 14,000円 8 ﾁｰﾑ 

【種 目】                               ＊南部木曜日は、5～8チーム 

女子チーム対抗戦 

1チーム 4～6人制で行うダブルス戦で、対戦相手ごとにペアを変更できます。 

試合方法は 6ゲーム先取ノーアド、最低 4試合を予定しています。 

3～4チームのリーグ戦後、総取得ゲーム数の多い順に決勝トーナメントに進みます。 

女子ダブルス 

3～4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を行い、 

3位 4位はコンソレーションを行います。 

試合方法は 6ゲーム先取ノーアド、最低 4試合を予定しています。 

【グレード】 

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 

（明らかに初級以上の実力がわかった場合は本戦出場はできません） 

※優勝ペア orチームは、初級、中級もしくはフリー大会へ出場ください。 

初 級 
・女子連基準では、Ｄ級レベルの初中級者以下に限ります。 

※優勝ペア orチームは、中級もしくはフリー大会へ出場ください。 

中 級 
・女子連基準では、Ｃ、Ｄ級レベルの中級者以下に限ります。 

※優勝ペア orチームは、フリー大会へ出場ください。 

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。 

※何度でも出場いただくことができます。 

 


