
テニスコート 令和２年 １月スケジュール表

日 曜日

koyama xf7 ブロス 青葉ｻﾝﾃﾆｽ さきっぽ

なかちゃん タマちゃん ガチャピン ﾁｰﾑおやじ

ﾊﾟｯﾁｮ ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ FF 山猫 ｱｼｽﾄﾜﾝ ｼﾃｨﾃﾗｽ

KHS新保 ＦとK ｸﾞﾘｰﾝ

くろすけ ｵﾚﾝｼﾞﾏｰｶｰ ｻﾊﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ We　love tennis ﾆｺﾆｺJr 麻生ｸﾗﾌﾞ

EV ﾚｵﾝ 北寺尾 ﾃﾆｰｱﾝﾄﾞﾄﾆｰ

G３ Aﾁｰﾑ ｱﾛﾊ ｸﾞﾚｰｽ ﾋﾛｱｷ ﾁｰﾑﾌｫｰ

ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ ｼｮｺﾗ ｻｽｹ ｽﾘｰﾋﾟﾝｸﾞｼｰﾌﾟ

ﾂﾊﾞｷ ﾌﾞﾙｰｿｯｸｽ YFT ｴﾊﾞｰﾄﾁｰﾑ TEAM KB TRTC

MY うすい塾 うさぎとかめ

ﾉｰｱﾄﾞｸﾗﾌﾞ 桜えいと 富士見ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ TCMﾃﾆｽ同好会 青葉台KR ﾌﾞﾗｯｸｽﾜﾝ

ｿｰﾘｰﾏｲ ﾌﾟﾙｸﾗ・ﾌﾙｰﾒﾝ みなみ台ﾃﾆｽ部 ﾗｯｷｰｽﾞ ﾎｰﾘｰｽﾞ

ﾍﾞｽﾄﾌﾚﾝﾄﾞ あっちゃん バンブー ﾁｰﾑM

北山田ﾃﾆｽ スイフト ｽﾊﾟｲｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ シェル

ﾖｯｼｰ ﾁｰﾑYT ﾐｳﾘﾝ TeamH＆M

ｱﾝﾊﾟｻﾝﾄﾞ ﾙｸﾉｽ ﾈｵﾒﾃﾞｨｶﾙ ﾌﾞﾘｯﾄ

ﾊﾟｯﾁｮ FとK 東ﾃﾆｽ TENNIS BALL Nachu ｽﾘｰﾋﾟﾝｸﾞｼｰﾌﾟ

TEAM松田 ｸﾞﾘｰﾝ ﾍﾟｶﾞｻｽ都筑 JRM KTC

ICM ﾚｵﾝ ﾌﾞﾙｰﾋﾞｰ ﾄﾏﾄ 北寺尾 ベビーズ

SKKﾃﾆｽ会 ﾓｱ ﾁｰﾑ奥山

M＆MS ｶｰﾈｰｼｮﾝ ｸﾞﾚｰｽ ｻｽｹ 大浦くみ

G３ ﾋﾛｱｷ ﾌﾚｯｼｭﾚﾓﾝ

ﾌﾞﾛｯｻﾑ ﾎﾜｲﾄﾛｰｽﾞ ｶﾞｵﾗ うすい塾 GTO

ｼﾝｸﾞﾙｽ ﾁｰﾑｽﾏｲﾙ ひまわり ベジット

YS M.T.C 凌健会 かきのみ Team-HIDE NZK

ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽ 東17期 ﾁｰﾑ田口 PTC We love tennis 高木家

大ｸﾏﾀｶﾃﾆｽ GZC ﾁｰﾑたつや グッチ

ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｫﾙﾄ ﾌﾞﾙｰﾋﾞｰ ベビーズ SHIMIZU

カトレア ｺｺﾅｯﾂ ﾃﾆｽｺｿﾞｳ ｸｰﾈﾙﾃﾆｽﾁｰﾑ ﾎｰﾘｰｽﾞ Cocoa

SEYANA SHIMO ｻﾊﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 新吉田ｿﾌﾄﾃﾆｽ AWARDS

CAT STL FF ｼｮｺﾗ ｼﾃｨﾃﾗｽ

ﾊﾞﾌﾞﾘｰｽﾞ ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ 麻生クラブ

ﾁｰﾑあずき ｶﾞｰﾈｯﾄ なでしこ ﾆｺﾆｺJr ﾃﾆｰｱﾝﾄﾞﾄﾆｰ

ｶﾞｰﾃﾞﾝ KTC

ひよこクラブ ｱﾛﾊ ﾌﾚｯｼｭﾚﾓﾝ

Aﾁｰﾑ AMI

ｼﾝｸﾞﾙｽ マカロン まりん りとぱん

ツバキ ﾌﾞﾙｰｿｯｸｽ ﾌﾞﾗｯｸｽﾜﾝ

ﾗﾙﾌﾛｰﾚﾝ ｷﾞﾈｽ229 KAO KAO 葵ｸﾗﾌﾞ JRM ｴｲﾄ

八重樫会 ONIONS港北 おくちん会 ﾌｧﾐﾘｰ太田 ひまわり ﾁｰﾑいぶし銀

SFB みのぶ ｲｰｸﾞﾙｽ ｽｸｳｪｱ会

TSﾃﾆｽ KHM ﾁｰﾑTAKA ｸｰﾈﾙﾃﾆｽﾁｰﾑ

霧が丘ｼﾆｱ SHIMO ﾃﾆｽｺｿﾞｳ TeamH＆M 新吉田ｿﾌﾄﾃﾆｽ Cocoa

カトレア ｺｺﾅｯﾂ ひよこｸﾗﾌﾞ 山猫

ﾙﾐｴﾗﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ STL 東ﾃﾆｽ TENNIS BALL AWARDS

CAT ﾍﾟｶﾞｻｽ都筑 ﾊﾞｰｾﾞﾙｸﾗﾌﾞ

ﾘﾘｰｽﾞ なでしこ ﾄﾏﾄ ﾋﾅﾐﾅ

PONTA ﾁｰﾑ奥山

ｾﾌﾞﾝ ﾓｱ ｶｰﾈｰｼｮﾝ ｸﾚｽﾄｰﾝ

M＆MS エイト

SKKﾃﾆｽ会 ききょう ｴﾊﾞｰﾄﾁｰﾑ WTC

ﾋﾎﾟ ﾎﾜｲﾄﾛｰｽﾞ TRTC

CLOSED

大熊スポーツ会館

1 水

９時～１１時 １１時～１時 １時～３時 ３時～５時 ５時～７時 ７時～９時

年　　始　　休　　館
2 木

3 金

4 土

5 日

6 月

7 火

8 水

9 木

10 金

11 土

12 日

13 月

14 火

15 水

16 木

17 金

18 土

19 日

31 金

26 日

27 月

28 火

20 月

21 火

30 木

22 水

29 水

23 木

24 金

25 土

休　館　日

CLOSED

CLOSED

CLOSED

CLOSED


