
2022年度小田原リーグ 確保コート一覧

日程 会場 ホームチーム アウェイチーム

男子2部B アクア L＆M TC

男子3部B 小田原テニス倶楽部 A 三菱ガス化学

男子3部C アールベルグ A FFTP

男子5部B 三菱化学 富士小田原オタッシャ

14時 女子3部C 富士宮台 グリーンパークス

男子1部 健楽園TC B 神奈中TS

男子3部A クボタケミックス 大井町ファミリー B

男子5部A 裁判所 B わかもと製薬

AM 女子1部 メランジュ BEAT TC A

PM 女子4部 A.T.F. ルーチェ

男子2部A 富士ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ A 富士足柄 A

男子2部B ボム アクア

男子5部A D-tennis B 未定

男子5部B 八幡山ローンTC 三菱化学

14時 女子2部A Zip TC 富士足柄

男子1部 神奈中TS Zip TC A

男子5部C 富士宮台 C 日立小田原 C

男子3部C 鴨宮TC KITAN’s

男子5部B サンデーダックス 八幡山ローンTC

AM 女子3部B 日立小田原 ジョイフル

AM 女子3部C グリーンパークス 日本曹達

PM 女子2部A 富士足柄 Rafael-M

PM 女子4部 ルーチェ 八幡山ローンTC

男子4部C ハングリーTC 富士足柄 B

男子5部C アールベルグ C 富士小田原 C

男子4部B 裁判所 A オレンジヒルTC B

AM 女子2部B サワーズ 大井町ファミリー

PM 女子3部A 南足柄TC 健楽園TC C

男子5部A シャトル中井 ゆめ

男子5部B 富士小田原オタッシャ 八幡山ローンTC

男子5部D 小田原グリーン Zip TC B

AM 女子2部B グリーンスカイ 富士見TC 

PM 女子3部B ジョイフル ラ スリーズ

男子2部A 富士小田原 A 富士ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ A

AM 女子2部A フェニックス 富士足柄

PM 女子4部 八幡山ローンTC ハングリーTC

男子3部B 三菱ガス化学 A.T.F.

男子4部A T.T.Q. 印刷局 

男子4部D 日本曹達 日本新薬

男子5部D 富士宮台 B フォーティズ

14時 女子2部A Zip TC ジョッキーズ

5月29日

テニスガーデン

大井町山田

6月4日 テニスガーデン

4月24日 南足柄運動公園

5月15日

テニスガーデン

大井町山田

南足柄運動公園

4月10日

テニスガーデン

大井町山田

南足柄運動公園

4月17日 テニスガーデン



2022年度小田原リーグ 確保コート一覧

日程 会場 ホームチーム アウェイチーム

男子2部A アールベルグ B 富士足柄 A

男子2部B L＆M TC オレンジヒルTC A

男子3部B ライオン 三菱ガス化学

男子4部C 富士足柄 B HTC

14時 女子3部B 日立小田原 アールベルグ B

男子3部C KITAN’s FFTP

AM 女子4部 シルバー交流テニス会 A.T.F.

PM 女子3部C 日本曹達 富士ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 

男子3部A 日立小田原 B 富士宮台 A

AM 女子1部 アールベルグ A BEAT TC A

PM 女子3部B ラ スリーズ アールベルグ B

男子5部A わかもと製薬 シャトル中井

男子5部B 小田原テニス倶楽部 B
サンデーダックス

男子4部A 印刷局 小田原市役所

男子5部A ブルーサンズ 裁判所 B

男子4部D 日本新薬 富士小田原 B

男子5部D フォーティズ トモロウ

男子2部A 富士足柄 A 富士小田原 A

男子3部A 富士宮台 A クボタケミックス

男子4部A 小田原市役所 T.T.Q.

男子4部B 小田高テニス部OB会 南足柄市役所

14時 女子2部A フェニックス Zip TC 

男子5部A ゆめ わかもと製薬

AM 女子3部C 富士ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ グリーンパークス

PM 女子3部A アルバ 南足柄TC 

男子4部C HTC ジョッキーズ

AM 女子2部A ジョッキーズ Rafael-M

PM 女子2部B UNO 富士見TC 

男子4部C ジョッキーズ ハングリーTC

男子5部C 日立小田原 C 富士小田原 C

AM 女子2部B 大井町ファミリー グリーンスカイ

AM 女子3部B アールベルグ B 開成グリーン C

PM 女子2部A Rafael-M Zip TC

PM 女子3部C ユピテル 富士宮台 

男子1部 ダイヤモンドヒル A 健楽園TC B

男子4部D 富士小田原 B 日本曹達

男子5部D Zip TC B トモロウ

AM 女子4部 ハングリーTC ルーチェ

PM 女子1部 Rafael-k アールベルグ A

9月25日

大井町山田

南足柄運動公園

9月11日

テニスガーデン

大井町山田

南足柄運動公園

9月18日 テニスガーデン

6月26日

大井町山田

南足柄運動公園

7月3日

大井町山田

南足柄運動公園

6月12日

テニスガーデン

大井町山田



2022年度小田原リーグ 確保コート一覧

日程 会場 ホームチーム アウェイチーム

男子1部 Zip TC A 健楽園TC B

男子3部B 日立小田原 A 三菱ガス化学

男子4部A D-tennis A 未定

男子4部D フリーバード 日本新薬

男子3部C FFTP BEAT TC A

男子3部B 日立小田原 A ライオン

男子3部A 大井町ファミリー B 日立小田原 B

男子5部C 富士小田原 C 富士宮台 C

11月3日 テニスガーデン

11月6日 テニスガーデン


