
＊　豪雨以外は定刻に御集合ください

＊　集合時間

　　各ブロックの１・２番目は８：４５集合、３番目は10：00集合

＊　練習は初戦のみサービス4本

＊　全てセルフジャッジとします

＊　競技中の事故については、責任はおえません

＊　JTAルールに準じておこないます

＊　リ-グは全て6ゲ-ム先取ノーアドバンテ－ジ

　　ト-ナメントは10ポイントタイブレ－ク方式

＊　５５歳以上の選手は固定で、大会中変更は出来ません

　　全試合の試合順は１番手は必ず５５歳から始めます

＊　トーナメントの第１試合はすべて試合をします

　　2回戦より2-0となった場合打ち切りとします

＊　１位ト-ナメントは優勝・準優勝・3位・4位に賞品

(他入賞者には抽選にて賞品が当たります)

☆　問合せ先　　　井上 みどり 　070-5266-9925

※  天候不順時の開催状況は Twitter でお知らせします　

第 10 回  コスモスカップ　IN　55

【 注 意 事 項 】



チ-ム名

1 ベルフラワー 鍋谷 恵美子 長谷川 京子 加茂前 朱美 河崎 純江 福永　奈美 二羽 真智子

2 他力本願 西川 名美 手川 美奈子 河野 美香 南 美雪 森 梨沙 桑嶋 乃梨子

3 楽しいのが一番!! 大澤 美恵 田原 清美 大橋 扶企子 木村 和子 里見 早百合 田中 和美

4 やれば出来るコ達? 奥田 久美子 山口 淳子 正井 雪江 池野 友美 植野 啓子 伊東 育子

5 どんぐりコロコロ 三浦 喜久子 徳永 麻子 福岡 秀実 石原 まり子 川崎 由佳 前田 由美子

6 何がでるかな?! 山本 裕子 塩田 育恵 山中 和子 阿部 善子 西山 博美 麸山 みちよ

7 レジェンドにくっつき虫 久保 春美 柳川 幾美 森田 玲子 桜井 りか 山田 由美子 左近 文代

8 何これ珍メンバー 田治見 優子 正躰 八千代 松田 かつゑ 武村 真由美 福嶌 由美子 中田 真智子

9 ａｇａｉｎ 高見 日登美 小林 裕子 長安 幹子 植野 恵美 長田 賀津子 田口 恵子

10 マンマミーア 﨑浴 美奈子 平田 裕子 岡 美智代 古舞 直実 片岡 典代 小室 利美

11 フルーツバスケット 阪下 利香子 加藤 園子 小林 桂 古出 直子 大畠 正子 藤井 朋美

12 はっぴいこすもす 竹内 浩美 鷲尾 ちえみ 朝倉 多恵子 東坂 夏子 志牟田真理子 出口 美喜子

13 ＤＡＫＡＲＡ 小島 晴美 松田 圭子 中末 則子 佐藤 和子 伊藤 眞由美 小林 亜紀

14 ピカピカ マジック 小島 かおり 村上 宏美 白木 美佐子 今峰 春美 鈴木 賢美 稲垣 博子

15 ミックスベリー 渡辺 郷子 桜井 深雪 野口 親子 福井 美紀代 松尾 静枝 力丸 庸子

16 リーディング レッド 松永 恵子 河崎 千景 内野 鶴子 水方 紀代 渡井口 靖子 増本 千賀子

17 お帰り。久美ちゃん 吉山 智子 都出 淳子 桜井 美紀 荒木 三千代 田中 久美 菊池 奈緒美

18 ビーンズ美女軍団 橋本 尚美 東 芳子 加納 敦子 小山 聖子 宮村 真由美 靍井 直美

19 MATUKO スペシャル 山﨑 裕子 島田 恵 林 恭子 井上 瑞希 福井 裕子 李 明代

20 チーム 笑かしてなんぼ 滑川 富子 酒井 淑子 向田 知恵子 小林 明子 吉川 雅子 田中 玲子

21 ダイヤモンドハーツ 松岡 左知子 植田 アツ子 三浦 洋子 湯澤 理香 平山 潤子 中川 真理子

22 すくすく育てて 李 美奈子 久世 京子 井上 裕紀子 山本 覚子 池浦 政子 桂田 泰世

23 ちーむ とっぷがん 松波 江寸子 上村 美智子 上谷 るみ 前原 ひろみ 鈴木 葉子 中野 裕子

24 多田ハイシスターズ♡ 山﨑 光 相原 みさ 安積 康子 東尾 多美子 日谷 裕子 松屋 夏佳

2017　コスモスカップ　ＩＮ 55　名簿

　9月 25日 (月)

選　　　手　　　名



各ブロックの１・２番目は８：４５集合　３番目は10：00集合

Ａ 1 2 3 勝敗 順位 Ｅ 13 14 15 勝敗 順位

ａｇａｉｎ やれば出来るコ達?

ビーンズ美女軍団 マンマミーア

ベルフラワー 多田ハイシスターズ♡

Ｂ 4 5 6 勝敗 順位 Ｆ 16 17 18 勝敗 順位

お帰り。久美ちゃん レジェンドにくっつき虫

どんぐりコロコロ チーム笑かしてなんぼ

MATUKO スペシャル ちーむ とっぷがん

Ｃ 7 8 9 勝敗 順位 Ｇ 19 20 21 勝敗 順位

フルーツバスケット ピカピカ マジック

楽しいのが一番!! D A K A R A

何これ珍メンバー ミックスベリー

Ｄ 10 11 12 勝敗 順位 Ｈ 22 23 24 勝敗 順位

何がでるかな?! リーディング レッド

ダイヤモンドハーツ 他　力　本　願

すくすく育てて はっぴいこすもす

試合はブロックの１番目と２番目が行い、負けた方と３番目が行います
ブロックのリーグは６ゲーム先取(ノーアドバンテージ）
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