
          

東京都支部四地区登録団体名
★団体名登録の方は同じ団体名がないか確認してお申し込みください。

団体名 地区 団体名 地区 団体名 地区

1 BTC (南) 51 小金井クラブ (北) 101 東宝調布TC (西)

2 Claire (東) 52 国分寺スマッシュTC　　 (北) 102 どんぐりーず (南)

3 Do.フラワーズ (東) 53 国立霞ヶ丘庭球場 (南) 103 中野クラブ (東)

4 D-tennis (北) 54 小平金曜会 (北) 104 中原TC (西)

5 ETC (南) 55 小平テニスクラブ (北) 105 中山TC (西)

6 GROWING (西) 56 狛江SFTC (西) 106 新座ローンテニスクラブ (北)

7 KM-C (北) 57 狛江ローンTC (西) 107 西が丘 (東)

8 Mains (東) 58 桜台TC (東) 108 西原グリーン (北)

9 M.M.K. (南) 59 桜田倶楽部東京テニスカレッジ (西) 109 ヌーボー (東)

10 Muu(ムゥ) (南) 60 サンディ (南) 110 登戸サンライズ (西)

11 MYTH (西) 61 サントピアTC (東) 111 ハッピーストロベリー (東)

12 NON NON (北) 62 ジーク (北) 112 ハニーちゃん'S (南)

13 NPOグリーンTC (西) 63 石神井ローンTC (東) 113 パパスTC (西)

14 QUEEN (東) 64 シャンピオナeco (東) 114 パレット (東)

15 Sophia (東) 65 昭和の森 (北) 115 東久留米市民テニスクラブ (北)

16 S.T.C (南) 66 昭和の森サークル (北) 116 東村山市民 (北)

17 STD桜田 (南) 67 シルビア (東) 117 東大和テニスクラブ (北)

18 STEP (東) 68 新川 (南) 118 ビッグファイト (西)

19 STG (東) 69 神宮 (南) 119 日野市民 (西)

20 Story2 (北) 70 すぎなテニスクラブ (北) 120 ひまわり (南)

21 Team Navaelus (北) 71 スクランブル (南) 121 美遊倶楽部 (南)

22 TENNIS SUNRISE (北) 72 スプリット (北) 122 平山台TC (西)

23 TITC (東) 73 スマイル (東) 123 フジノテニスクラブ (北)

24 TMC (北) 74 関町ローンTC (東) 124 富士見台TC (東)

25 T's (東) 75 善福寺公園TC (東) 125 府中サンA (西)

26 T's club (西) 76 ダイアナ (東) 126 府中サンC (西)

27 TT4C (南) 77 大正セントラルTC目白 (東) 127 プラネット (南)

28 Vamos (南) 78 高井戸ダイヤモンド (南) 128 プラムレディース (北)

29 W.T.C (南) 79 高島平インドア (東) 129 フラワーズ (東)

30 wind (南) 80 高松ローンTC (東) 130 フルール・ド・リス (東)

31 Y2G2 (南) 81 田柄TC (東) 131 プレシャス (北)

32 アイリス (東) 82 竹の子 (東) 132 フレッシュレディース (東)

33 秋川クラブ (北) 83 立川市民テニスクラブ (北) 133 フレンズIN (西)

34 アシニス (西) 84 立川テニス倶楽部 (北) 134 ベアーズ (東)

35 あたごDS (東) 85 立野ローンTC (東) 135 保谷ロイヤルテニスクラブ (北)

36 井の頭TC (西) 86 多摩サークルA (西) 136 ポプラクラブ (東)

37 一球一打会 (南) 87 多摩サークルC (西) 137 町田ローンTC (西)

38 ヴィットーリア (北) 88 多摩サークルK (西) 138 水玉レディース (北)

39 ウッチーズ (南) 89 多摩サークルNA (西) 139 緑ヶ丘T.G. (南)

40 エヴァ・グリーン (北) 90 多摩桜ヶ丘TC (西) 140 南大沢TC (西)

41 お茶会 (東) 91 タマリバ (西) 141 武蔵野ローン (南)

42 オレンジペコ (東) 92 チアーズ (北) 142 メリー＆ハリーあたご (北)

43 クィーンズベリー (北) 93 調布多摩川会 (西) 143 メロンクラブ (南)

44 久我山レディース (南) 94 ティファニー (南) 144 ユニークス (南)

45 クラージュ (東) 95 ティンバーズ (南) 145 ライジングテニスクラブ (北)

46 クレスト (南) 96 テニスゼロ和光 (東) 146 ラビッツ (北)

47 クレッシェンド (北) 97 テニスの王子様 (南) 147 レディメイツ (南)

48 京王TC (西) 98 田園 (南) 148 若林TC (西)

49 神崎 (西) 99 東京グリーンTC (東) 149

50 コートセブン (東) 100 東京ローン (南) 150


