
第1645回     1/18(月) 　12ﾁｰﾑ 女子 桜台 第1643回     1/12(火) 　12ﾁｰﾑ 女子 緑ヶ丘 第259回    1/17(日) 男子Ｄ １2組 オープン

第1651回     1/27(水) 　  9ﾁｰﾑ 女子 桜田倶楽部 第1655回     2/  8(月) 　16ﾁｰﾑ 女子 関町 第260回    2/  7(日) 夫婦ﾐｯｸｽ １2組 オープン

第1654回     2/  5(金) 　  9ﾁｰﾑ 女子 桜田倶楽部 第1660回     2/16(火) 　  9ﾁｰﾑ 女子 百草 第261回    2/28(日) 女子Ｄ １2組 中級以下

第1664回     3/  1(月) 　16ﾁｰﾑ 女子 関町 第1670回     3/  8(月) 　  9ﾁｰﾑ 女子 南町田 第262回    3/7→4/4 ミックス １2組 オープン

第1682回     4/  5(月) 　12ﾁｰﾑ 女子 桜台 第1675回     3/16(火) 　12ﾁｰﾑ 女子 緑ヶ丘 第263回    3/21(日) 男子Ｄ １２組 中級以下

第1692回     4/23(金)  　 9ﾁｰﾑ 女子 桜田倶楽部 第1687回     4/13(火)   　9ﾁｰﾑ 女子 百草 第264回    4/18(日) 男子Ｄ １２組 オープン

第1701回     5/11(火) 　12ﾁｰﾑ 女子 緑ヶ丘 第1689回     4/19(月) 　16ﾁｰﾑ 女子 新座 第265回    5/  9(日) ミックス １２組 中級以下

第1707回     5/19(水)  　 9ﾁｰﾑ 女子 桜田倶楽部 第1700回     5/10(月) 　  9ﾁｰﾑ 女子 南町田 第266回    5/23(日) 男子Ｄ １2組 中級以下

第1714回     6/  1(火) 　  9ﾁｰﾑ 女子 百草 第1709回     5/24(月) 　16ﾁｰﾑ 女子 関町 第267回    6/13(日) 女子Ｄ １2組 オープン

第1725回     6/25(金) 　  9ﾁｰﾑ 女子 桜田倶楽部 第1722回     6/21(月) 　16ﾁｰﾑ 女子 関町 第268回    7/  4(日) 女子Ｄ １2組 中級以下

第1726回     6/28(月) 　12ﾁｰﾑ 女子 桜台 第1731回     7/  5(月)   　9ﾁｰﾑ 女子 南町田 第269回    7/25(日) ミックス １2組 オープン

第1738回     7/16(金)  　 9ﾁｰﾑ 女子 桜田倶楽部 第1737回     7/13(火) 　12ﾁｰﾑ 女子 緑ヶ丘 第270回    8/29(日) 男子Ｄ １2組 中級以下

第1749回     8/30(月) 　16ﾁｰﾑ 女子 新座 第1753回     9/  6(月) 　12ﾁｰﾑ 女子 桜台 第271回    9/  5(日) ミックス １2組 中級以下

第1755回     9/  8(水)   　9ﾁｰﾑ 女子 桜田倶楽部 第1758回     9/14(火) 　12ﾁｰﾑ 女子 緑ヶ丘 第272回    9/26(日) 男子S １2人 オープン

第1761回     9/21(火) 　16ﾁｰﾑ 女子 関町 第1774回   10/18(月) 　16ﾁｰﾑ 女子 関町 第273回   10/24(日) 女子Ｄ １2組 中級以下

第1768回   10/  4(月) 　  9ﾁｰﾑ 女子 南町田 第1780回   10/26(火) 　  9ﾁｰﾑ 女子 百草 第274回   11/  7(日) 男子Ｄ １2組 中級以下

第1781回   10/29(金) 　  9ﾁｰﾑ 女子 桜田倶楽部 第1785回   11/  8(月) 　  9ﾁｰﾑ 女子 南町田 第275回   11/28(日) 男子Ｄ １２組 オープン

第1784回   11/  2(火) 　12ﾁｰﾑ 女子 緑ヶ丘 第1789回   11/15(月) 　16ﾁｰﾑ 女子 関町 第276回   12/12(日) ミックス １2組 オープン

第1793回   11/22(月) 　12ﾁｰﾑ 女子 桜台 第1802回   12/  7(火) 　  9ﾁｰﾑ 女子 百草

第1799回   12/  1(水)   　9ﾁｰﾑ 女子 桜田倶楽部 第1808回   12/20(月) 　12ﾁｰﾑ 女子 桜台

第5回    6/18(金) １２人 女子 オープン

第3回    7/  9(金) １２人 女子 中級以下

第6回  10/  8(金) １２人 女子 中級以下

第4回  11/19(金) １２人 女子 オープン

第3回     6/  4(金) 　16ﾁｰﾑ 女子 善福寺公園     3/29(月) 小学生 桜台

第10回     9/17(金) 　16ﾁｰﾑ 女子 善福寺公園     8/  2(月) 小学生 関町

第15回   11/  5(金) 　16ﾁｰﾑ 女子 善福寺公園     8/16(月) 小・中学生 関町

  12/27(月) 小・中学生 関町 第6回    2/19(金) １２人 男子 オープン

第7回    5/14(金) １２人 男子 オープン

第9回    6/11(金) １２人 男子 中級以下

第8回    9/17(金) １２人 男子 中級以下

第10回  12/  3(金) １２人 男子 オープン

ジュニア大会ＦTBB大会（D級以下）

ＦTB大会(D級相応) ＦT大会(CD級相応) ナイター大会(ＭＴＳ三鷹)

シングルス大会　女子(桜田倶楽部)

シングルス大会　男子(桜田倶楽部)


