
Ｎｏ． 電話 コート数

1 小田原市立 酒匂 中学校 0465-47-3344 8 ＃\酒匂：西 ＆二宮西：中 座間東：央 光丘：央 飯島：浜 ＃酒匂：西 ＆二宮西：中 座間東：央 光丘：央 飯島：浜

2 小田原市立 湯河原 中学校 0465-62-3393 12 ＃湯河原：西 ＆￥城山：西 山城：中 城山：央 保土ヶ谷：浜 大師：川 ＃湯河原：西 &南足柄：西 山城：中 城山：央 保土ヶ谷：浜 大師：川

3 藤沢市立 善行 中学校 0466-82-2212 8 ＃＆￥善行：湘 南が丘：中 大和：央 長井：須 ＃＆善行：湘 南が丘：中 大和：央 長井：須

4 茅ケ崎市立 松浪 中学校 0467-85-1127 10 ＃松浪：湘 本町：中 愛川東：央 ＆￥長後：湘 南が丘：浜 ＃松浪：湘 本町：中 愛川東：央 ＆長後：浜 南が丘：浜

5 横浜市立 田奈 中学校 045-981-3101 6 ＃＆￥田奈：浜 伊勢原：中 相模：央 ＃＆田奈：浜 伊勢原：中 相模：央

6 大井町立 湘光 中学校 0465-82-2541 4 ＃湘光：西 ＆￥箱根：西 大磯：中 引地台：央

7 大和市立 下福田 中学校 046-269-8281 6 ＃下福田：央 太洋：中 浜岳：中 ＆￥鶴間：央 市ヶ尾：浜 瀬谷：浜

8 綾瀬市立 綾瀬 中学校 0467-78-0024 14 ＃綾瀬：央 橘：西 江陽：中 南林間：央 ＆￥座間：央 谷口：相

玉縄：湘 今宿：浜 岡村：浜 桐蔭学園：浜 西谷：浜 南高校附属：浜

東橘：川 平間：川

9 海老名市立 有馬 中学校 046-238-3365 4 ＃有馬：央 中沢：中 ＆￥海西：央 内出：相

10 相模原市立 由野台 中学校 042-758-3383 9 ＃由野台：相 鴨宮：西 鶴巻：中 座間西：央 ＆￥東林：相 片瀬：湘

港南：浜 寺尾：浜 六ッ川：浜

11 茅ケ崎市立 円蔵 中学校 0467-53-1244 4 #円蔵：湘 ＆￥大根：中 小鮎：央 菅田：浜

12 横浜市立 大綱 中学校 045-542-4422 6 #大綱：浜 泉：西 成瀬：中 玉川：央 旭が丘：湘 逗子：須

＆￥笹下：浜

13 横浜市立 森 中学校 045-761-2321 6 #森：浜 春日台：央 御所見：湘 ＆￥北陽：湘 野比：須 三崎：須

富岡東：浜

14 小田原市立 橘 中学校 0465-43-0250 6 ＃橘：西 千代：西 つきみ野：央 二宮：中 ＆￥中央：相 玉縄：湘

菅田：浜

15 小田原市立 国府津 中学校 0465-47-9148 6 ＃国府津：西 ＆￥箱根：西 渋沢：中 大磯：中 谷口：相 旭が丘：湘

瀬谷：浜

16 伊勢原市立 中沢 中学校 0463-94-5756 7 ＃中沢：中 湘光：西 ＆￥鶴巻：中 座間南：央 内出：相 円蔵：湘

秋葉：浜 寺尾：浜

17 大和市立 鶴間 中学校 046-274-8903 8 ＃鶴間：央 泉：西 ＆￥座間：央 金目：中 中原：中 笹下：浜

東橘：川

18 寒川町立 寒川東 中学校 0467-74-0332 9 ＃寒川東：湘 城南：西 浜岳：中 横内：中 有馬：央 大沢：相

＆￥片瀬：湘 富岡東：浜 万騎が原：浜

19 三浦市立 三崎 中学校 046-881-5243 6 ＃＆￥三崎：須 藤沢第一：湘 御成：湘 逗子：須 六角橋：浜 岡村：浜

京町：川

20 横浜市立 市ヶ尾 中学校 045-973-3400 7 ＃市ヶ尾：浜 下福田：央 南林間：央 大根：中 ＆￥港南：浜 末吉：浜

向丘：川

21 横浜市立 本宿 中学校 045-373-0529 7 ＃本宿：浜 足柄台：西 太洋：中 玉川：央 小鮎：央 ＆￥左近山：浜

平間：川

22 川崎市立 南加瀬 中学校 044-588-6427 6 ＃南加瀬：川 厚木：央 春日台：央 成瀬：中 緑が丘：浜 ＆￥田島：川

※　参加校の記号について　横浜＝浜　川崎＝川　湘南＝湘　横須賀＝須　県央＝央　相模原＝相　中＝中　県西＝西

会場校

学校名
78 校　　　＃：会場校　＆：運営校　￥：会計校

第１回県普及リーグ（令和元年１２月１日（日）実施）　　会場校&出場予定校

校　　　　＃：会場校　＆：運営校　￥：会計校88男子参加校 女子参加校

※　会場、運営、会計をお願いさせていただいた各校の皆様、よろしくお願いします。


