
日 曜

＊

＊ 利用取り止め、変更などがある場合がございますので、最新の利用状況につきましては

窓口へお問い合わせください。 　　　　　　　　　　西体育館管理事務所　　Ｔｅｌ　８８２－５１４４

福大ＦＵＶＡ 福大ＦＵＶＡ

Will Will

Pure（ＳＶ） ウエストシャトルクラブ ルビークラブ（ＢＴ）

竜兵会（バスケット）

Success ピーターパン（ＢＴ）

ブルータス

Emily RG ＦＡＢ　ＣＡＴＳ

壱岐ジュニアバトンチーム 壱岐ジュニアバトンチーム

福大医学部バスケット あゆみらいＶＢＣ

テニス同好会ＥＴＣ ルビークラブ（ＢＴ） レインボーＢＴ

スマイルアップ教室

個　　　　人　　　　利　　　　用

第２００回選抜ソフトバレーボールオープンミックス選手権大会

第２０８回オール九州中国選抜インディアカクイーンズカップ優勝大会
竜兵会（バスケット）） 子どもの日無料開放事業（前日準備）

子どもの日無料開放事業（前日準備）

5 土

3 木

4 金

子　ど　も　の　日　　　無　料　開　放　事　業

げんきっず広場・かけっこ教室

平成３０年　５月　西体育館利用予定表　 ４月２５日現在

午前（９：００～１２：００） 午後１（１２：００～１５：００） 午後２（１５：００～１８：００） 夜間１（１８：００～２０：００） 夜間２（２０：００～２２：００）

ベルバトンクラブ ベルバトンクラブ1 火
ちゃおず（バスケット） ちゃおず（バスケット）

2 水
愉快な仲間たち（ＳＶ）

9 水
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・かけっこ教室 スマイルアップ教室

個　　　　人　　　　利　　　　用

6 日

7 月

8 火

西区春季バドミントン大会

ファニィクラブ（ミニテニス） マンデー（バドミントン）

フレンド（バドミントン） ママレモン（バレーボール）

レインボーＢＴ

Pure（ＳＶ）

げんきっず広場・かけっこ教室 スマイルアップ教室

個　　　　人　　　　利　　　　用

12 土

13 日

10 木

11 金

ピュア（バドミントン） ひまわりＢＴ Go.Goバスケット 壱岐ジュニアバトンチーム 壱岐ジュニアバトンチーム

あっぷる（ＳＶ） ルビークラブ（ＢＴ） ルビークラブ（ＢＴ）

テニス同好会ＥＴＣ フラワーズソフトバレー

YUKARI　ジュニア YUKARI　ジュニア

福大医学部バレーボール

テニス同好会ＥＴＣ

オリーブ（ＳＶ）
西区レディースバドミントン

14 月

16 水

リトルスター

Success ピーターパン（ＢＴ）15 火
レインボーＢＴ ルビークラブ（ＢＴ） リトルスター

ルビークラブ（ＢＴ） レインボーＢＴ

テニス同好会ＥＴＣ ママレモン（バレーボール） 福大医学部バレーボール 福大医学部バレーボール あゆみらいＶＢＣ

フラワーズソフトバレー

21 月

19 土

20 日

定　　　　　　　期　　　　　　　点　　　　　　　検　　　　　　日　　（　　休　　　　館　　　）

西区公民館卓球サークル交流会

17 木

18 金

Go.Goバスケット Emily RG ピーターパン（ＢＴ）

Pure（ＳＶ） 福大医学部バレーボール ＢＶＣ

テニス同好会ＥＴＣ ルビークラブ（ＢＴ）

ママレモン（バレーボール）

ひまわりＢＴ

24 木

福大医学部バスケット あゆみらいＶＢＣ

23 水
ママレモン（バレーボール） フラワーズソフトバレー げんきっず広場・かけっこ教室

ひまわりＢＴ Go.Goバスケット

22 火
ちゃおず（バスケット） ちゃおず（バスケット）

ニュークラブ（バドミントン） トパーズクラブ（ＢＴ） YUKARI　ジュニア YUKARI　ジュニア

スポ魂ジュニア マンデー（バドミントン） レインボーＢＴ

スマイルアップ教室

個　　　　人　　　　利　　　　用

25 金

26 土

ＦＢジュニアバトンチーム ＦＢジュニアバトンチーム

フェニックス（バドミントン） ウエストシャトルクラブ ティンカーベル ティンカーベル

第３９回全日本小学生バレーボール大会 個人利用

テニス同好会ＥＴＣ マッチポイントだよ（テニス）

27 日 ベルバトンクラブ ベルバトンクラブ

スピードマスター
熊本支援ソフトバレーボール親善大会

テニス同好会ＥＴＣ 地域支援活動センター ティアラ５ Emily RG （株）えん（バスケット）

31 木
レインボーＢＴ ママレモン（バレーボール） Go.Goバスケット 壱岐ジュニアバトンチーム 壱岐ジュニアバトンチーム

28 月 フレンド（バドミントン） マンデー（バドミントン）

30 水
Ｂ・Ｔ・Ｆ・Ｃ Ｂ・Ｔ・Ｆ・Ｃ29 火

team DAMDAM（バスケット）

個　　　　人　　　　利　　　　用

西区レディースバドミントン フラワーズソフトバレー げんきっず広場・かけっこ教室

ファニィクラブ（ミニテニス）

ベルバトンクラブ ＢＶＣ

個　　　　　人　　　　利　　　　用

福岡市スポーツ推進委員協議会スポーツ交歓会

さくらんぼ（バドミントン） マンデー（バドミントン） 福大医学部女子バドミントン 福大医学部女子バドミントン

weave スピードマスター

ＦＢＣ ＦＢＣ

フェニックス（バドミントン） ウエストシャトルクラブ

ルビークラブ（ＢＴ） レインボーＢＴ

ＦＢＣ ＦＢＣ

Arch(バスケット） Arch（バスケット）

フェニックスレディース（バドミントン） ウエストシャトルクラブ 福大医学部バスケット シルフィード

県小連審判伝達講習会 個人利用

Pure（ＳＶ） ルビークラブ（ＢＴ） ルビークラブ（ＢＴ）

ＰＥＡＮＵＴＳ

ブルータス

リズム体操親睦大会

ちゃおず（バスケット） ＢＶＣ

Pure（ＳＶ） ルビークラブ（ＢＴ） 金武ゴールデンプレイ

どんぐりテニスクラブ レインボーＢＴ レインボーＢＴ

ピーターパン（ＢＴ） ピーターパン（ＢＴ）

スマイルアップ教室

ニュークラブ（バドミントン） トパーズクラブ（ＢＴ） ルビークラブ（ＢＴ） Emily RG あゆみらいＶＢＣ

土日祝日は特に駐車場が混雑いたします。公共交通機関のご利用にご協力ください。



日 曜

＊

＊ 利用取り止め、変更などがある場合がございますので、最新の利用状況につきましては

窓口へお問い合わせください。 　　　　　　　　　　西体育館管理事務所　　Ｔｅｌ　８８２－５１４４

土日祝日は特に駐車場が混雑いたします。公共交通機関のご利用にご協力ください。

30 土 個　　　　　人　　　　利　　　　用

29 金
フェニックス（バドミントン） Will Will

エンジョイテニス ウエストシャトルクラブ 福大医学部バレーボール 福大医学部バレーボール 福大医学部バレーボール

28 木
テニス同好会ETC ルビークラブ（ＢＴ） Go.Goバスケット Emily RG team DAMDAM（バスケット）

オリーブ（ＳＶ） ひまわりＢＴ ルビークラブ（ＢＴ） パラダイス（バスケット） パラダイス（バスケット）

26 火

27 水
Pure（ＳＶ） トパーズクラブ（ＢＴ） レインボーＢＴ リトルスター（バトン） リトルスター（バトン）

愉快な仲間たち（SV) 西区レディースバドミントン 福大医学部バレーボール スマイルアップ教室

個　　　　人　　　　利　　　　用

スポ魂ジュニア9 レインボーＢＴ 金武ゴールデンプレイ ちゃおず（バスケット） ピーターパン（ＢＴ）

23 土

24 日
AB-FLUG AB-FLUG

AGILITY 竜兵会（バスケット）

25 月
テニス同好会ETC マンデー（バドミントン） ピーターパン（BT） ピーターパン（ＢＴ）

フレンド（バドミントン） テニス同好会ETC 福大医学部バレーボール ティンカーベル ティンカーベル

第５３回福岡市長杯市議会議長杯ママさんバレーボール大会 個人利用

福岡市ミニバスケットボール連盟　夏季リーグ西区大会

21 木

22 金
フェニックス（バドミントン） フラワーズソフトバレー ウエストシャトルクラブ Emily RG ピーターパン（ＢＴ）
ママレモン（バレーボール） スポ魂ジュニア9 福大医学部バレーボール リトルスター（バトン） リトルスター（バトン）

シーガルバドミントン ひまわりＢＴ Go.Goバスケット 福大医学部バスケット ピーターパン（ＢＴ）

Pure（ＳＶ） ルビークラブ（ＢＴ） ルビークラブ（ＢＴ） EYバトン EYバトン

19 火

20 水

福岡アイスクール幼稚園 福岡アイスクール幼稚園 福大医学部バレーボール 福大医学部バレーボール あゆみらいＶＢＣ
西区レディースバドミントン フラワーズソフトバレー レインボーＢＴ スマイルアップ教室

個　　　　人　　　　利　　　　用

あっぷる マンデー（バドミントン） トパーズクラブ（ＢＴ） 福大医学部バスケット team DAMDAM（バスケット）

16 土

17 日
AB-FLUG AB-FLUG

ブルータス　２号店 ハルハル

18 月 定　　　　　　　期　　　　　　　点　　　　　　　検　　　　　　日　　（　　休　　　　館　　　）

第23回サマーカップ 個人利用

ニュースポーツチャレンジマッチ交流会

15 金
どんぐりテニスクラブ 地域活動支援センター Will Will

テニスフレンド ウエストシャトルクラブ 福大医学部バレーボール 福大医学部バスケット あゆみらいＶＢＣ

14 木
ピュア ひまわりＢＴ Go.Goバスケット 福大医学部バスケット 福大医学部バスケット

Pure（ＳＶ） ルビークラブ（ＢＴ） ルビークラブ（ＢＴ） 福大医学部バスケット 福大医学部バスケット

12 火

13 水

マッチポイントだよ（テニス） マッチポイントだよ（テニス） トパーズクラブ（ＢＴ） ピーターパン（BT） team DAMDAM（バスケット）

オリーブ（ＳＶ） レインボーＢＴ レインボーＢＴ EYバトン EYバトン
第４３回西日本レディース フラワーズソフトバレー げんきっず広場・かけっこ教室 スマイルアップ教室

バドミントン大会予選会

11 月
ファニィクラブ（ミニテニス） マンデー（バドミントン） 福大医学部女子バドミントン 福大医学部女子バドミントン

フレンド（バドミントン） ちゃおず（バスケット） ＢＶＣ

9 土

10 日
DAB-DUB DAB-DUB

ブルータス　２号店 竜兵会（バスケット）

個　　　　　人　　　　利　　　　用

第17回九州＆中四国三地域交流ソフトバレーボール優勝大会

8 金
フェニックス（バドミントン） ウエストシャトルクラブ バトンプレイス あゆみらいＶＢＣ
ママレモン（バレーボール） フラワーズソフトバレー 福大医学部バスケット ピーターパン（ＢＴ）

6 水

7 木
エンジョイテニス ひまわりＢＴ Go.Goバスケット Emily RG ＢＶＣ

Pure（ＳＶ） ルビークラブ（ＢＴ） ルビークラブ（ＢＴ） 福大医学部バスケット 福大医学部バスケット

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・かけっこ教室 スマイルアップ教室

個　　　　人　　　　利　　　　用

4 月
Will Will

ベルバトンクラブ ベルバトンクラブ

5 火

ママレモン（バレーボール） ファニィクラブ（ミニテニス） 福大医学部バレーボール

福岡アイスクール幼稚園 地域活動支援センター トパーズクラブ（ＢＴ） 福大医学部バスケット ピーターパン（ＢＴ）

オリーブ（ＳＶ） レインボーＢＴ レインボーＢＴ Arch（バスケット） あゆみらいＶＢＣ

2 土
第３４回西日本レディース

ひまわりBTクラブ

3 日 2018福NISHI協会杯
DAB-DUB DAB-DUB

ブルータス 竜兵会（バスケット）

Will Will

あいくるがやってくる あいくるがやってくる ウエストシャトルクラブ ベルバトンクラブ ベルバトンクラブ

さくらんぼ（バドミントン） マンデー（バドミントン）

個人利用
親善バドミントン大会予選

平成３０年　６月　西体育館利用予定表　 ４月２５日現在

午前（９：００～１２：００） 午後１（１２：００～１５：００） 午後２（１５：００～１８：００） 夜間１（１８：００～２０：００） 夜間２（２０：００～２２：００）

1 金
あいくるがやってくる あいくるがやってくる


