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管理番号*1 団体名 ジュニアJPIN用団体名

KN30001 浅野中学校 浅野中学校

KN30219 厚木市立相川中学校 相川中学校

KN30002 厚木市立厚木中学校 厚木中学校

KN30003 厚木市立荻野中学校 荻野中学校

KN30004 厚木市立南毛利中学校 南毛利中学校

KN30200 厚木市立睦合東中学校 睦合東中学校

KN30005 綾瀬市立春日台中学校 春日台中学校

KN30006 綾瀬市立城山中学校 城山中学校

KN30007 アレセイア湘南中学校 アレセイア湘南中学校

KN30008 伊勢原市立中沢中学校 中沢中学校

KN30009 伊勢原市立成瀬中学校 成瀬中学校

KN30010 栄光学園中学校 栄光学園中学校

KN30011 海老名市立今泉中学校 今泉中学校

KN30012 海老名市立海老名中学校 海老名中学校

KN30013 海老名市立大谷中学校 大谷中学校

KN30014 海老名市立海西中学校 海西中学校

KN30015 海老名市立柏ケ谷中学校 柏ケ谷中学校

KN30231 大磯町立大磯中学校 大磯中学校

KN30016 大井町立湘光中学校 湘光中学校

KN30177 小田原市立城北中学校 城北中学校

KN30017 開成町立文命中学校 文命中学校

KN30018 神奈川県立相模原中等教育学校 相模原中等教育・中学

KN30019 神奈川県立平塚中等教育学校 平塚中等教育・中学

KN30020 神奈川大学附属中学校 神奈川大学附属中学校

KN30021 鎌倉学園中学校 鎌倉学園中学校

KN30022 鎌倉女学院中学校 鎌倉女学院中学校

KN30023 鎌倉女子大学中等部 鎌倉女子大学中等部

KN30024 鎌倉市立手広中学校 手広中学校

KN30213 カリタス女子中学校 カリタス女子中学校

KN30025 川崎市立麻生中学校 麻生中学校

KN30026 川崎市立有馬中学校 有馬中学校

KN30027 川崎市立稲田中学校 稲田中学校

KN30214 川崎市立犬蔵中学校 犬蔵中学校

KN30028 川崎市立白鳥中学校 白鳥中学校

KN30029 川崎市立中野島中学校 中野島中学校

KN30030 川崎市立中原中学校 中原中学校

KN30031 川崎市立西高津中学校 西高津中学校

KN30216 川崎市立西中原中学校 西中原中学校

神奈川県テニス協会所属団体名一覧(中学校）

所属学校名はジュニアJPIN用団体名を入力してください。

神奈川県中学校テニス連盟加入の学校一覧です。未加盟の学校、県外の学校はフルネームを記入ください。
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KN30032 川崎市立はるひ野中学校 はるひ野中学校

KN30033 川崎市立富士見中学校 富士見中学校

KN30215 川崎市立南河原中学校 南河原中学校

KN30221 川崎市立宮崎中学校 宮崎中学校

KN30181 川崎市立向丘中学校 向丘中学校

KN30034 関東学院中学校 関東学院中学校

KN30035 関東学院六浦中学校 関東学院六浦中学校

KN30036 函嶺白百合学園中学校 函嶺白百合学園中学校

KN30037 公文国際学園中等部 公文国際学園中等部

KN30038 慶應義塾湘南藤沢中等部 慶應湘南藤沢中等部

KN30039 慶應義塾普通部 慶應義塾普通部

KN30040 相模原市立相原中学校 相原中学校

KN30041 相模原市立旭中学校 旭中学校

KN30042 相模原市立弥栄中学校 弥栄中学校

KN30223 相模原市立内出中学校 内出中学校

KN30199 相模原市立大野台中学校 大野台中学校

KN30043 相模原市立大野南中学校 大野南中学校

KN30222 相模原市立上鶴間中学校 上鶴間中学校

KN30044 相模原市立上溝中学校 上溝中学校

KN30045 相模原市立共和中学校 共和中学校

KN30046 相模原市立串川中学校 串川中学校

KN30047 相模原市立相模丘中学校 相模丘中学校

KN30048 相模原市立相模台中学校 相模台中学校

KN30049 相模原市立新町中学校 新町中学校

KN30050 相模原市立清新中学校 清新中学校

KN30051 相模原市立相陽中学校 相陽中学校

KN30052 相模原市立田名中学校 田名中学校

KN30217 相模原市立谷口中学校 谷口中学校

KN30053 相模原市立藤野中学校 藤野中学校

KN30054 座間市立栗原中学校 栗原中学校

KN30055 座間市立相模中学校 相模中学校

KN30220 座間市立座間中学校 座間中学校

KN30056 座間市立西中学校 西中学校

KN30189 寒川町立寒川東中学校 寒川東中学校

KN30057 サレジオ学院中学校 サレジオ学院中学校

KN30058 自修館中等教育学校 自修館中等教育・中学

KN30164 湘南学園中学校 湘南学園中学校

KN30059 逗子市立逗子中学校 逗子中学校
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KN30060 逗子市立久木中学校 久木中学校

KN30061 聖光学院中学校 聖光学院中学校

KN30062 聖セシリア女子中学校 聖セシリア女子中学校

KN30063 清泉女学院中学校 清泉女学院中学校

KN30064 洗足学園中学校 洗足学園中学校

KN30065 捜真女学校中学部 捜真女学校中学部

KN30227 相洋中学校 相洋中学校

KN30066 橘学苑中学校 橘学苑中学校

KN30067 茅ｹ崎市立赤羽根中学校 赤羽根中学校

KN30198 茅ヶ崎市立梅田中学校 梅田中学校

KN30230 茅ヶ崎市立円蔵中学校 円蔵中学校

KN30226 茅ｹ崎市立松林中学校 松林中学校

KN30068 茅ｹ崎市立第一中学校 茅ヶ崎第一中学校

KN30187 茅ヶ崎市立鶴嶺中学校 鶴嶺中学校

KN30201 茅ヶ崎市立浜須賀中学校 浜須賀中学校

KN30175 茅ヶ崎市立北陽中学校 北陽中学校

KN30069 茅ｹ崎市立松浪中学校 松浪中学校

KN30070 中央大学附属横浜中学校 中央大学横浜中学校

KN30071 鶴見大学附属中学校 鶴見大学附属中学校

KN30072 桐蔭学園中学校 桐蔭学園中学校

KN30073 東海大学付属相模高等学校中等部 東海大相模中等部

KN30074 桐光学園中学校 桐光学園中学校

KN30163 二宮町立二宮中学校 二宮中学校

KN30075 二宮町立二宮西中学校 二宮西中学校

KN30076 日本女子大学附属中学校 日本女子大学中学校

KN30077 日本大学中学校 日本大学中学校

KN30078 日本大学藤沢中学校 日本大学藤沢中学校

KN30186 秦野市立大根中学校 大根中学校

KN30232 秦野市立北中学校 北中学校

KN30191 秦野市立西中学校 秦野市立西中学校

KN30079 葉山町立南郷中学校 南郷中学校

KN30080 葉山町立葉山中学校 葉山中学校

KN30081 聖ヨゼフ学園中学校 聖ヨゼフ学園中学校

KN30169 平塚市立大野中学校 大野中学校

KN30165 平塚市立旭陵中学校 旭陵中学校

KN30193 平塚市立太洋中学校 太洋中学校

KN30180 平塚市立浜岳中学校 浜岳中学校

KN30082 フェリス女学院中学校 フェリス女学院中学校
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KN30083 藤沢市立大清水中学校 大清水中学校

KN30183 藤沢市立大庭中学校 藤沢市立大庭中学校

KN30084 藤沢市立片瀬中学校 片瀬中学校

KN30085 藤沢市立鵠沼中学校 鵠沼中学校

KN30194 藤沢市立御所見中学校 御所見中学校

KN30171 藤沢市立湘南台中学校 湘南台中学校

KN30086 藤沢市立湘洋中学校 湘洋中学校

KN30087 藤沢市立善行中学校 善行中学校

KN30088 藤沢市立第一中学校 藤沢第一中学校

KN30089 藤沢市立高倉中学校 高倉中学校

KN30090 藤沢市立高浜中学校 高浜中学校

KN30228 藤沢市立滝の沢中学校 滝の沢中学校

KN30229 藤沢市立長後中学校 長後中学校

KN30091 藤沢市立羽鳥中学校 羽鳥中学校

KN30092 藤沢市立六会中学校 六会中学校

KN30093 法政大学第二中学校 法政大学第二中学校

KN30094 聖園女学院中学校 聖園女学院中学校

KN30233 南足柄市立足柄台中学校 足柄台中学校

KN30095 南足柄市立南足柄中学校 南足柄中学校

KN30096 森村学園中等部 森村学園中等部

KN30097 山手学院中学校 山手学院中学校

KN30098 大和市立つきみ野中学校 つきみ野中学校

KN30218 大和市立光丘中学校 光丘中学校

KN30099 大和市立引地台中学校 引地台中学校

KN30100 大和市立大和中学校 大和中学校

KN30101 横須賀学院中学校 横須賀学院中学校

KN30102 横須賀市立池上中学校 池上中学校

KN30195 横須賀市立浦賀中学校 浦賀中学校

KN30188 横須賀市立久里浜中学校 久里浜中学校

KN30224 横須賀市立田浦中学校 田浦中学校

KN30103 横須賀市立常葉中学校 常葉中学校

KN30104 横須賀市立長井中学校 長井中学校

KN30225 横須賀市立馬堀中学校 馬堀中学校

KN30105 横浜国大附属鎌倉中学校 横浜国大鎌倉中学校

KN30106 横浜国大附属横浜中学校 横浜国大横浜中学校

KN30206 横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 横浜SF中学校

KN30176 横浜市立青葉台中学校 青葉台中学校

KN30107 横浜市立あかね台中学校 あかね台中学校
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KN30108 横浜市立あざみ野中学校 あざみ野中学校

KN30109 横浜市立泉が丘中学校 泉が丘中学校

KN30110 横浜市立市ヶ尾中学校 市ヶ尾中学校

KN30211 横浜市立今宿中学校 今宿中学校

KN30167 横浜市立岩崎中学校 岩崎中学校

KN30210 横浜市立潮田中学校 潮田中学校

KN30111 横浜市立老松中学校 老松中学校

KN30112 横浜市立大鳥中学校 大鳥中学校

KN30113 横浜市立岡津中学校 岡津中学校

KN30114 横浜市立岡野中学校 岡野中学校

KN30115 横浜市立桂台中学校 桂台中学校

KN30116 横浜市立金沢中学校 金沢中学校

KN30117 横浜市立釜利谷中学校 釜利谷中学校

KN30118 横浜市立上郷中学校 上郷中学校

KN30119 横浜市立上の宮中学校 上の宮中学校

KN30120 横浜市立鴨志田中学校 鴨志田中学校

KN30121 横浜市立軽井沢中学校 軽井沢中学校

KN30122 横浜市立川和中学校 川和中学校

KN30202 横浜市立義務教育学校西金沢学園 西金沢学園中等部

KN30212 横浜市立共進中学校 共進中学校

KN30123 横浜市立汲沢中学校 汲沢中学校

KN30124 横浜市立小山台中学校 小山台中学校

KN30184 横浜市立すすき野中学校 すすき野中学校

KN30125 横浜市立瀬谷中学校 瀬谷中学校

KN30209 横浜市立大正中学校 大正中学校

KN30126 横浜市立大道中学校 大道中学校

KN30127 横浜市立高田中学校 高田中学校

KN30205 横浜市立田奈中学校 田奈中学校

KN30128 横浜市立谷本中学校 谷本中学校

KN30129 横浜市立樽町中学校 樽町中学校

KN30130 横浜市立茅ヶ崎中学校 茅ヶ崎中学校

KN30168 横浜市立寺尾中学校 寺尾中学校

KN30131 横浜市立十日市場中学校 十日市場中学校

KN30132 横浜市立戸塚中学校 戸塚中学校

KN30133 横浜市立富岡中学校 富岡中学校

KN30134 横浜市立仲尾台中学校 仲尾台中学校

KN30135 横浜市立中川中学校 中川中学校

KN30136 横浜市立中川西中学校 中川西中学校
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KN30137 横浜市立中田中学校 中田中学校

KN30190 横浜市立中山中学校 中山中学校

KN30138 横浜市立中和田中学校 中和田中学校

KN30139 横浜市立名瀬中学校 名瀬中学校

KN30203 横浜市立生麦中学校 生麦中学校

KN30140 横浜市立奈良中学校 奈良中学校

KN30141 横浜市立西金沢中学校 西金沢中学校

KN30207 横浜市立新田中学校 新田中学校

KN30142 横浜市立根岸中学校 根岸中学校

KN30166 横浜市立早渕中学校 早渕中学校

KN30204 横浜市立原中学校 原中学校

KN30197 横浜市立東永谷中学校 東永谷中学校

KN30143 横浜市立東山田中学校 東山田中学校

KN30144 横浜市立平戸中学校 平戸中学校

KN30145 横浜市立深谷中学校 深谷中学校

KN30146 横浜市立藤の木中学校 藤の木中学校

KN30147 横浜市立本郷中学校 本郷中学校

KN30148 横浜市立本牧中学校 本牧中学校

KN30208 横浜市立丸山台中学校 丸山台中学校

KN30149 横浜市立みたけ台中学校 みたけ台中学校

KN30150 横浜市立港中学校 港中学校

KN30151 横浜市立南が丘中学校 南が丘中学校

KN30152 横浜市立南高等学校附属中学校 南高等学校附属中学校

KN30153 横浜市立南中学校 南中学校

KN30178 横浜市立南戸塚中学校 南戸塚中学校

KN30170 横浜市立宮田中学校 宮田中学校

KN30154 横浜市立もえぎ野中学校 もえぎ野中学校

KN30155 横浜市立森中学校 森中学校

KN30156 横浜市立矢向中学校 矢向中学校

KN30157 横浜市立山内中学校 山内中学校

KN30234 横浜市立洋光台第一中学校 洋光台第一中学校

KN30158 横浜市立領家中学校 領家中学校

KN30159 横浜市立六角橋中学校 六角橋中学校

KN30160 横浜翠陵中学校 横浜翠陵中学校

KN30161 横浜隼人中学校 横浜隼人中学校

KN30162 横浜雙葉中学校 横浜雙葉中学校

*1)神奈川県テニス協会内使用番号
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