
　　　 　
　

※ＢＴ・・・バウンドテニス
 ＳＶ・・・ソフトバレー
 

さくらんぼ（バドミントン） ウエストシャトルクラブ

個　　　　人　　　　利　　　　用

福岡市西区高齢者ソフトダーツ大会
トパーズクラブ（BT） ピーターパン（ＢＴ）

トパーズクラブ（ＢＴ） ルビークラブ（BT）
どんぐりテニスクラブ レインボーBT EYバトン

あゆみらいＶＢＣ
ファニィクラブ（ミニテニス） フラワーズソフトバレー げんきっず広場・げんきっずスクール

フラワーズソフトバレー ひまわりBT あゆみらいＶＢＣ
トパーズクラブ（ＢＴ） 福大FUVA（バレーボール）

個　　　　人　　　　利　　　　用

スポ魂ジュニア９ フラワーズソフトバレー げんきっず広場・げんきっずスクール スマイルアップ教室
個　　　　人　　　　利　　　　用

第２５回新人戦（バレーボール大会）
ピーターパン（ＢＴ）

Success（バスケット）

定　　　　　　　期　　　　　　　点　　　　　　　検　　　　　　日　　（　　休　　　　館　　　）

JA福岡市フレッシュミズ　レクリエーション大会
EYバトン

YUKARI　ジュニア（バトン）

バトンプレイス
福大医学部バスケット

マッチポイントだよ（テニス）
バスケットボールナイトリーグ

テニス同好会ＥＴＣ ルビークラブ（ＢＴ）
ウエストシャトルクラブ

ひまわりＢＴ EYバトン
どんぐりテニスクラブ トパーズクラブ（ＢＴ） Go.Goバスケット ピーターパン（ＢＴ）

バトンプレイス ベルバトンクラブ
どんぐりテニスクラブ マッチポイントだよ（テニス） ルビークラブ（BT） 福大FUVA（バレーボール）

レインボーＢＴ

ベネフルカード杯　第２６回福岡県ママさんバレーボール大会

ベルバトンクラブ
B・T・F・C

福大医学部医学科女子バドミントン あゆみらいＶＢＣ

Success（バスケット）

個　人　利　用

西区公民館バレーボールサークル交流会

マンデー（バドミントン）

ママレモン（バレーボール） ひまわりＢＴ Go.Goバスケット ベルバトンクラブ
あゆみらいＶＢＣ

フェニックス（バドミントン） ウエストシャトルクラブ 福岡ファイヤーバード（バドン）
ファニィクラブ（ミニテニス） フラワーズソフトバレー

愉快な仲間たち（SV） フラワーズソフトバレー げんきっず広場・げんきっずスクール スマイルアップ教室
個　　　　人　　　　利　　　　用

シーガルバドミントン トパーズクラブ（ＢＴ） ちゃおず（バスケット） 福大医学部バレーボール

マッチポイントだよ（テニス） レインボーＢＴ 福大医学部バスケット
バスケットボールナイトリーグ

オリーブ（ＳＶ） ルビークラブ（ＢＴ） Emily RG

バスケットボールナイトリーグ
平尾ミニバスケットボール

個　　　　人　　　　利　　　　用

西区秋季バドミントン大会
福大医学部バスケット

フラワーズソフトバレー げんきっず広場・げんきっずスクール スマイルアップ教室
個　　　　人　　　　利　　　　用

ママレモン（バレーボール） ひまわりＢＴ 福大医学部バスケット team DAMDAM（バスケット）
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愉快な仲間たち（SV）

　平成２９年１１月　西体育館利用予定表 
（ 注：個人利用は次の区分に従い，団体利用が全面に入ってなければ利用できます。)

 全面予約済みです。利用はできません。

 利用できます。個人利用枠です。(※やむを得ない事情により利用できない場合があります。)

 利用可能です。ただし、今後団体利用申込が全面に入れば利用できません。

　施設主催事業です。利用できません。

※変更の可能性があります。最新の行事予定については西体育館にお問い合わせください。(TEL 882-5144)
平成２９年１０月２５日現在

水1

　　
午後１ 午後２

（９：００～１２：００） （１２：００～１５：００） （１５：００～１８：００）

競　　　技　　　場
夜間２

２

（２０：００～２２：００）

夜間１午前

木

曜

エーデルワイス トパーズクラブ（ＢＴ）

５ 日

金

８

月

７ 火

水

６

１２ 日

１１

金

土

9:00～22:00

１４ 火

ファニィクラブ（ミニテニス）

１７

水

１９

１８

個人利用

月

土

２１

２３

２５

木

火

※ 競技場以外では次のとおり個人利用枠を設けています。

卓球
種　　　目 室　　名

２９

健康体力相談室

２０ 月

水

２７

２８

２６

土

水

木

日

日

小体育室

ちゃおず（バスケット）オリーブ（ＳＶ）

２０１７年サークルクラブ交流会
ambitious

２４

時　間　帯

月曜日

マンデー（バドミントン）

バトンプレイス

15:00～22:00

Blue Sky クラブ

ＭＫＹ-７（テニス）

バスケットボールナイトリーグ

ＭＫＹ-７（テニス）
さくらんぼ（バドミントン）
マッチポイントだよ（テニス） 地域活動支援センター

リトルスター（バトン）

平成２９年度第３１回市民総合スポーツ大会　小学生バレーボール大会

ベルバトンクラブ

Will
テニス同好会ＥＴＣ ベルバトンクラブ

福大医学部バスケット

西区レディースバドミントン ママレモン（バレーボール）

Emily RG

福岡県選抜小学生バレーボール大会１日目（予選）

あっぷる（SV)

げんきっず広場・げんきっずスクール スマイルアップ教室
個　　　　人　　　　利　　　　用

ピュア（バドミントン）

スティングレイズ大濠（バドミントン）
西区公民館卓球サークル交流会

ベルバトンクラブ
フェニックスレディース（バドミントン） バトンプレイス

ピーターパン（ＢＴ）
マンデー（バドミントン）

Blue Sky クラブ
スティングレイズ大濠（バドミントン） 竜兵会（バスケット）

福大医学部バレーボール
つばさクラブ（バドミントン）

３０ 木
Arch

スマイルアップ教室

Go.Goバスケット

Go.Goバスケット ヒースエリア



　　　 　
　

※ＢＴ・・・バウンドテニス
 ＳＶ・・・ソフトバレー
 

どんぐりテニスクラブ ウエストシャトルクラブ

第２３回西区レディー
ス

ルビークラブ（BT）

年　　末　　年　　始　　休　　館　　日

年　　末　　年　　始　　休　　館　　日

年　　末　　年　　始　　休　　館　　日

マッチポイントだよ（テニス） 福大医学部バスケット あゆみらいＶＢＣ

Ballistix スピードマスター（バスケット）

マンデー（バドミントン） ピーターパン（ＢＴ）

Emily RG ピーターパン（ＢＴ）

Emily RG ピーターパン（ＢＴ）

マッチポイントだよ（テニス） Arch

ひまわりＢＴ
ウエストシャトルクラブ

第６回ウィンターカップ小学生バレーボール大会 個　人　利　用

マンデー（バドミントン） レインボーＢＴ

ちゃおず（バスケット） 姪工

スピードマスター（バスケット）

レインボーBT

ウエストシャトルクラブ
飯倉ミニバスケットボール

ウエストシャトルクラブ

フラワーズソフトバレー

Emily RG

福岡市中学校新人体育大会バスケットボール西区大会　前日準備

福岡市中学校新人体育大会バスケットボール西区大会

福岡市中学校新人体育大会バスケットボール西区大会

定　　　　　　　期　　　　　　　点　　　　　　　検　　　　　　日　　（　　休　　　　館　　　）

マッチポイントだよ（テニス）

ピーターパン（ＢＴ）

福岡市中学校新人体育大会バスケットボール西区大会　前日準備

スポ魂ジュニア９

福岡市社会人バスケットボール秋季リーグ

ＭＫＹ-７（テニス）

ちゃおず（バスケット）

フェニックス（バドミントン）

シーガルバドミントン

スマイルアップ教室
個　　　　人　　　　利　　　　用

Success（バスケット） team DAMDAM（バスケット）

Arch

テニス同好会ＥＴＣ

ひまわりＢＴ Go.Goバスケット

バトンプレイス

スポ魂ジュニア９

Success（バスケット）

トパーズクラブ（ＢＴ）

ルビークラブ（BT）

個　　　　人　　　　利　　　　用

どんぐりテニスクラブ

フェニックスレディース（バドミントン） フラワーズソフトバレー

福岡市中学校新人体育大会バスケットボール西区大会 個人利用

フェニックスレディース（バドミントン） フラワーズソフトバレー
エーデルワイス（バドミントン）

西区レディースバドミントン

マッチポイントだよ（テニス） レインボーBT

レインボーＢＴ EYバトン

マンデー（バドミントン） ambitious

どんぐりテニスクラブ Success（バスケット） バスケットボール

第３０回新人戦小学生バレーボール大会

フラワーズソフトバレー

１６

　施設主催事業です。利用できません。

（９：００～１２：００）

平成２９年１０月２５日現在
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木
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さくらんぼ（バドミントン）
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２１

火

火

木

１２

土

２０

１８

（２０：００～２２：００）

夜間１

 全面予約済みです。利用はできません。

健康体力相談室月曜日
小体育室

曜

9:00～22:00
15:00～22:00

卓球
個人利用

毎日

３

※変更の可能性があります。最新の行事予定については西体育館にお問い合わせください。(TEL 882-5144)

　平成２９年１２月　西体育館利用予定表 
（ 注：個人利用は次の区分に従い，団体利用が全面に入ってなければ利用できます。)

競　　　技　　　場

1

土２

４ 月

８

木７

金

６

壱岐ジュニアバトンチーム

※ 競技場以外では次のとおり個人利用枠を設けています。

月

午前

火

曜日種　　　目 室　　名

金

土

時　間　帯

２８

２９

日

２６

２５

木

金

２７

日

２４

月

月

水

午後１

土３０

フェニックス（バドミントン）

スポ魂ジュニア９ マンデー（バドミントン）

 利用可能です。ただし、今後団体利用申込が全面に入れば利用できません。

 利用できます。個人利用枠です。(※やむを得ない事情により利用できない場合があります。)

福大医学部バスケット
マッチポイントだよ（テニス）

夜間２

さくらんぼ（バドミントン）

福岡市中学校新人体育大会西区卓球競技会 個人利用

リトルスター

あっぷる（SV)

２０１７会長杯
ＰＥＣＯ

あっぷる（SV)

地域活動支援センター レインボーＢＴ

つばさクラブ（バドミントン）

あゆみらいＶＢＣ

ＰＥＣＯ

３１

水

火

日

Will
ＭＫＹ-７（テニス） ルビークラブ（BT）

スマイルアップ教室

スピードマスター（バスケット）

リトルスター

ちゃおず（バスケット） ＡＮＧＥＬＡ

レインボーBT

（１８：００～２０：００）

スポ魂ジュニア９ トパーズクラブ（ＢＴ）

第２４回福岡大学招待　中学生女子バレーボール大会

Go.Goバスケット

どんぐりテニスクラブ

あゆみらいＶＢＣ

竜兵会（バスケット）

ルビークラブ（BT） Arch
あっぷる（SV) ピーターパン（ＢＴ）

ひまわりＢＴ Go.Goバスケット Arch

西区レディースバドミントン フラワーズソフトバレー スマイルアップ教室

第２４回福岡大学招待　中学生女子バレーボール大会

年　　末　　年　　始　　休　　館　　日

バトンプレイス

個　　　　人　　　　利　　　　用
トパーズクラブ（ＢＴ）

ママレモン（バレーボール）

ＤＡＢ-ＤＡＢ

エーデルワイス（バドミントン）

ティンカーベル


