
2020年度小田原リーグ確保コート一覧

４月５日(日）テニスガーデン（８面） 担当（　　　）
午前 女子４部Aブロック A.T.F VS 足柄ローンA
午後 女子３部Aブロック グリーンパークス VS アールベルグB

男子５部Aブロック シャトル中井 VS 小田原テニス倶楽部B
男子５部Bブロック 城北クラブ VS サンデーダックスA
男子６部Aブロック 印刷局B VS サンデーダックスB

４月１２日(日）テニスガーデン（８面） 担当（　　　　）
午前 女子４部Ｂブロック シルバー交流テニス会 VS ハングリーＴＣ
午前 女子２部Ｂブロック ＵＮＯ VS グリーンスカイ
午後 女子３部Ａブロック ジョイフル VS 大井町ＦＴＣ
午後 女子３部Ｃブロック 南足柄ＴＣ－Ａ VS 健楽園ＴＣ

男子３部Ｂブロック A.T.F VS オレンジヒルTC-A
男子４部Aブロック フリーバード VS 開成グリーンC

４月１２日(日）大井町山田（４面） 担当（　　　　　）
男子４部Bブロック 日本曹達 VS 足柄ローンTC-A
男子６部Cブロック シルバー交流テニス会 VS 足柄ローンTC-B

４月１９日(日)テニスガーデン（８面） 担当（　　　）
午前 女子４部Ｂブロック 八幡山ローンTC VS フレンド
午後 女子３部Ｂブロック ユピテル VS アルバ

男子２部Ａブロック ボム VS Ｌ＆Ｍ　ＴＣ
男子４部Ｄブロック T.T.Q VS 鴨宮TC
男子５部Ｃブロック 日立小田原Ｃ VS D-tennis

４月２６日(日)大井町山田（４面） 担当（　 　　　）
午後 女子１部 メランジュ VS アールベルグＡ
午前 女子２部Ａブロック ＺｉｐＴＣ VS フェニックス

男子４部Ｂブロック 南足柄市役所 VS 日本新薬

５月３０日（土）テニスガーデン（８面） 担当（　　　）
午前 女子２部Ａブロック ピンクパンサー VS 富士足柄
午前 女子２部Ｂブロック サワーズ VS Ｒａｆａｅｌ－Ｍ
午後 女子３部Ａブロック グリーンパークス VS 富士宮台
午後 女子２部Ａブロック ジョッキーズ VS フェニクス

男子４部Ｂブロック 裁判所Ａ VS 日本曹達
男子４部Ｃブロック 日立小田原Ｂ VS 印刷局Ａ

５月３１日（日）テニスガーデン（１６面） 担当（　　　　）
午前 女子２部Ｂブロック グリーンスカイ VS 富士見ＴＣ－Ａ
午後 女子１部 Ｒａｆａｅｌ－Ｋ VS アールベルグＡ

① 14時 女子４部Ｂブロック 日本曹達 VS 八幡山ローンＴＣ
② 14時 女子１部 メランジュ VS ＢＥＡＴ　ＴＣ　Ａ
③ 14時 女子２部Ｂブロック サワーズ VS ＵＮＯ

男子１部 健楽園ＴＣ－Ｂ VS MeijiSeikaファルマ小田原
男子２部Ｂブロック 大井町ＦＴＣーA VS アクア
男子３部Ｃブロック 大井町ＦＴＣ－Ｂ VS 富士宮台Ａ
男子４部Ｃブロック ジョッキーズ VS HTC
男子５部Ａブロック わかもと製薬 VS 小田原テニス倶楽部Ｂ
男子５部Bブロック サンデーダックスA VS ＢＥＡＴ　ＴＣ　B
男子６部Ｃブロック 小田原グリーン VS シルバー交流テニス会

５月３１日(日）南足柄運動公園（４面） 担当（　  　　　）
午前 女子４部Ｂブロック ハングリーＴＣ VS フレンド
午後 女子３部Ｃブロック 日立小田原Ｌ VS ＢＥＡＴ　ＴＣ　Ｂ

男子５部Ｃブロック ＺｉｐＴＣ－Ｂ VS Ｄ－ｔｅｎｎｉｓ

６月７日（日）大井町山田（４面） 担当（　　　　　）
男子５部Ｂブロック 三菱化学 VS サンデーダックスＡ
男子６部Ａブロック フォーティーズ VS ブルーサンズ



６月１４日（日）大井町山田（４面） 担当（　　　　　）
男子３部Ａブロック アールベルグＡ VS ＫＩＴＡＮ’Ｓ
男子６部Ａブロック サンデーダックスＢ VS 裁判所Ｂ

６月２１日(日）大井町山田（４面） 担当（　　　　）
午前 女子３部Ａブロック 大井町ＦＴＣ VS グリーンパークス
午後 女子４部Ｂブロック 日本曹達 VS ハングリーＴＣ

男子４部Ｃブロック ＨＴＣ VS 印刷局Ａ

６月２８日（日）南足柄運動公園（４面） 担当（　 　　　）
男子３部Ｃブロック 小田原テニス倶楽部Ａ VS 日立小田原Ａ
男子４部Ａブロック ハングリーＴＣ VS フリーバード

７月１２日(日）南足柄運動公園(４面） 担当（ 　　　　）
男子３部Ａブロック ＦＦＴＰ VS アールベルグＡ
男子３部Ｃブロック 日立小田原Ａ VS 大井町ＦＴＣ－Ｂ

９月１３日（日）テニスガーデン（８面） 担当（　　　　）
男子１部 神奈中ＴＳ VS ＺＩＰ　ＴＣ　Ａ
男子３部Ｂブロック クボタケミックス VS オレンジヒルＴＣ－Ａ
男子４部Ｄブロック 鴨宮ＴＣ VS 小田高テニス部ＯＢ会
男子５部Ａブロック ゆめ VS わかもと製薬

９月１３日(日）大井町山田（４面） 担当（　　　　）
男子２部Ｂブロック 大井町ＦＴＣ－Ａ VS 健楽園ＴＣ－Ａ
男子４部Ｃブロック 印刷局Ａ VS 小田原市役所

９月２０日（日）テニスガーデン（８面） 担当（　　　　）
午前 女子２部Ｂブロック Ｒａｆａｅｌ－Ｍ VS ＵＮＯ
午後 女子３部Ｂブロック アルバ VS 富士見ＴＣ－Ｂ

男子１部 ダイヤモンドヒルＴＣ　Ａ VS 健楽園ＴＣ－Ｂ
男子４部Ｄブロック 三菱ガス化学 VS Ｔ．Ｔ．Ｑ
男子５部Ｄブロック 明治ゴム化成 VS ダイヤモンドヒルＴＣ－Ｂ

９月２０日(日）南足柄運動公園（４面） 担当（　　　　）
午前 女子４部Ｂブロック フレンド VS 日本曹達
午後 女子４部Ａブロック ラ・スリーズ VS Ａ．Ｔ．Ｆ

男子５部Ｄブロック トモロウ VS 明治ゴム化成

９月２１日（祝）テニスガーデン（８面） 担当（　　　　　）
午前 女子３部Ａブロック アールベルグＢ VS ジョイフル
午後 女子２部Ａブロック フェニックス VS 富士足柄

男子３部Ａブロック ＫＩＴＡＮ’Ｓ VS 富士小田原Ａ
男子６部Ａブロック ブルーサンズ VS サンデーダックスＢ
(空き）

９月２２日（祝）テニスガーデン（４面） 担当（　　　　　　）
午前 女子４部Ａブロック ラ・スリーズ VS 南足柄ＴＣ－Ｂ
午後 女子３部Ｂブロック アルバ VS オレンジヒルＴＣ

男子６部Ｃブロック シーガル VS シルバー交流テニス会

９月２７日(日）大井町山田（４面） 担当（　　　　　　）
男子４部Ｃブロック 日立小田原Ｂ VS 小田原市役所
男子６部Ａブロック 裁判所Ｂ VS 印刷局Ｂ

１１月１日(日）南足柄運動公園（４面） 担当（　　　　　　）
男子１部 ＺｉｐＴＣ－Ａ VS ダイヤモンドヒルＴＣ－Ａ
男子３部Ａブロック ライオン VS 富士小田原Ａ

１１月１日(祝）大井町山田（４面）(12-16時） 担当（　　　）
12時 男子５部Ｄブロック ダイヤモンドヒルＴＣ－Ｂ VS トモロウ


