
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

スピードマスター(バスケット)

ブルータス（バドミントン）

ウエストシャトルクラブ

あゆみらいＶＢＣ

Ｐｕｒｅ（ＳＶ）

金

Ｆ．ＣＯＭＰＡＮＹ（ＳＶ）

ピュア（バドミントン）

フラワーズソフトバレー

ルビークラブ（ＢＴ）

トパーズクラブ（ＢＴ）

レインボーＢＴクラブ

MKY-７（テニス） 地域活動支援センター リトルスター（バトン）

マッチポイントだよ（テニス）

テニス同好会ＥＴＣ ウエストシャトルクラブ

定　　　　　　　期　　　　　　　点　　　　　　　検　　　　　　日　　（　　休　　　　館　　　）

マンデー（バドミントン）

Ｓｕｃｃｅｓｓ(バスケット)

マンデー（バドミントン） PBA(バスケット)

Ｅｍｉｌｙ ＲＧ（新体操）

Ｅｍｉｌｙ ＲＧ（新体操）

ひまわりＢＴクラブ

ルビークラブ（ＢＴ）レインボーＢＴクラブ

個　　　　人　　　　利　　　　用

高澤クラブ

福大医学部バスケットボール愛好会 ㈱えん(バスケット)

Ｂ・Ｔ・Ｆ・Ｃ（ＢＴ）

トパーズクラブ（ＢＴ） Ｇｏ．Ｇｏ．バスケットクラブ Ｓｕｃｃｅｓｓ(バスケット)

テニス同好会ＥＴＣ フラワーズソフトバレー げんきっず広場、能力アップスクール

オリーブ（ＳＶ） ひまわりＢＴクラブ

あゆみらいＶＢＣ

ピーターパン（ＢＴ）

Ｐｕｒｅ（ＳＶ）

8 金

13 水

火

月

21 木

24 日

20

17 日

18 月

16 土

15 金

平成３１年 ２月　西体育館利用予定表　 １月２４日現在

14 木

9 土

10 日

11 月

12
ルビークラブ（ＢＴ）

2 土

3 日
ＢＶＣ（バレーボール）

1

西区レディースバドミントン連盟

7 木

5 火

Ｇｏ．Ｇｏ．バスケットクラブ

4 月
ママレモン（バレーボール）

あっぷる（バドミントン）

ニュークラブ（バドミントン）

Ｐｕｒｅ（ＳＶ）

フレンド（バドミントン）

6 水

フラワーズソフトバレー

レインボーＢＴクラブ

スポーツスマイルアップ教室

23 土

テニス同好会ＥＴＣ

28 木

水

22 金

フレンド（バドミントン）

あっぷる（バドミントン）

個　　　　人　　　　利　　　　用

げんきっず広場、能力アップスクールフラワーズソフトバレー

個　　　　人　　　　利　　　　用

西区オープンバドミントン大会
ＡＢ－ＦＬＵＧ(バスケット）

個　　　　人　　　　利　　　　用

Ｂ・Ｔ・Ｆ・Ｃ（ＢＴ）

スポーツスマイルアップ教室

26 火

19 火

27 水

25

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）

フラワーズソフトバレー げんきっず広場、能力アップスクール

フェニックス（バドミントン）

マンデー（バドミントン）

個　　　　人　　　　利　　　　用

ブルータス 2号店（バドミントン） スピードマスター(バスケット)
西区公民館卓球サークル交流会 

ＡＢ－ＦＬＵＧ(バスケット）

福大医学部バスケットボール愛好会 ｔｅａｍ　ＤＡＭＤＡＭ

個　人　利　用

ピーターパン（ＢＴ）

福岡市指導者講習会
サザンドール★Kego

百道シューティングスターズ

フェニックス（バドミントン）

ルビークラブ（ＢＴ）マッチポイントだよ（テニス）

テニス同好会ＥＴＣ レインボーＢＴクラブ つばさクラブ

どんぐりテニスクラブ マンデー（バドミントン） トパーズクラブ（ＢＴ）

ウエストジャパンカップ予選大会 

マッチポイントだよ（テニス）

ルビークラブ（ＢＴ）

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。

福大医学部バスケットボール愛好会

Ballistix(バスケット）

Ｖ・Ｉ倶楽部（バスケット）

ＡＢ－ＦＬＵＧ(バスケット）

Ｗｉｌｌ

ウエストシャトルクラブ

九州大学バドミントン愛好会

シーガルバドミントン ひまわりＢＴクラブ
ママレモン（バレーボール） トパーズクラブ（ＢＴ）

Ｇｏ．Ｇｏ．バスケットクラブ ピーターパン（ＢＴ）

ひまわりＢＴクラブ
フェニックス（バドミントン） Ｅｍｉｌｙ ＲＧ（新体操） ピーターパン（ＢＴ）
マッチポイントだよ（テニス）

チームＳ．Ｈ．Ｒ（バスケ）

ＦＢジュニアバトンチーム

トパーズクラブ（ＢＴ） ピーターパン（ＢＴ）

マッチポイントだよ（テニス） ＣＨＡＯＺ（バスケット）

ピーターパン（ＢＴ）

福大医学部バスケットボール愛好会

ティンカーベル

ティンカーベル

あゆみらいＶＢＣ

スポーツスマイルアップ教室

トパーズクラブ（ＢＴ）

Ｇｏ．Ｇｏ．バスケットクラブ

ひまわりＢＴクラブ ベルバトンクラブ

フラワーズソフトバレー

スピードマスター(バスケット)

個　　　　人　　　　利　　　　用

ベルバトンクラブ

福岡ファイヤーバードバトンチーム

ママレモン（バレーボール）

げんきっず広場、能力アップスクール西区レディースバドミントン連盟

あゆみらいＶＢＣ

西区親善インディアカ大会

Team Aile(バスケット)

第３５回リトルカップ小学生バレーボール大会
ＦＢＣ(バスケット)

CAMPANELLA(バスケット)

レインボーＢＴクラブ

個　　　　人　　　　利　　　　用

フラワーズソフトバレー

テニス同好会ＥＴＣ ウエストシャトルクラブ 福大医学部バスケットボール愛好会

スポーツスマイルアップ教室

Ｐｕｒｅ（ＳＶ）

福大医学部バスケットボール愛好会

ブルータス（バドミントン）



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

ひまわりＢＴクラブ

ルビークラブ（ＢＴ） 福大医学部バスケットボール愛好会

個　　　　人　　　　利　　　　用

第２６回ウエストジュニアカップ

がんばろう日本ソフトバレーボール親善大会 

西区公民館バレーボールサークル交流会 

あいくるがやってくる

 ２０１８インディアカチャンピオンズカップ選手権大会 

ひまわりＢＴクラブ 福大医学部バレーボール愛好会

福岡大学ＦＵＶＡ（バレーボール）

マッチポイントだよ（テニス）

ＥＹバトン

ベルバトンクラブ

マッチポイントだよ（テニス）

福大医学部バドミントン愛好会

壱岐ジュニアバトンチーム

スポーツスマイルアップ教室

個　　　　人　　　　利　　　　用

スポーツスマイルアップ教室

個　　　　人　　　　利　　　　用

スポーツスマイルアップ教室

個　　　　人　　　　利　　　　用

福岡大学医学部医学科女子バドミントン部

ＹＵＫＡＲＩジュニア

リトルスター（バトン）

マッチポイントだよ（テニス）

平成３１年 ３月　西体育館利用予定表　

17

16

15

ニュークラブ（バドミントン）

Ｐｕｒｅ（ＳＶ）

日

木

土

金

木

月

ＢＬＡＤＥＳ（バスケット）
ブルータス（バドミントン）

14

日

日

1

8 金

6 水

福大医学部バレーボール愛好会

11

5

30 土

18

26 火

27 水

25 月

23 土

24

19

22 金

火

20 水

21 木

木

マッチポイントだよ（テニス）

31 日

29

28

月

金

日

12 火

13 水

10

4 月

金

3

2 土

7

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

福大医学部バスケットボール愛好会 ＣＡＭＰＡＮＥＬＬＡ（バスケット）

Ｖ・Ｉ倶楽部（バスケット） スピードマスター（バスケ）

夜間１（１８：００～２０：００）

MKY-７（テニス）

１月２４日現在

夜間２（２０：００～２２：００）

マンデー（バドミントン） Ｅｍｉｌｙ ＲＧ（新体操）

ブルータス（バドミントン） balance（バスケット）

レインボーＢＴクラブ Ｓｕｃｃｅｓｓ(バスケット)

トパーズクラブ（ＢＴ）

ピーターパン（ＢＴ） 高澤クラブ

ファニィクラブ（テニス）

ブルータス 2号店（バドミントン）

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。

福大医学部バレーボール愛好会

ＥＹバトン

Ｂ・Ｔ・Ｆ・Ｃ（ＢＴ）

長沢裕美子バトンスタジオ 

福大医学部バドミントン愛好会九州大学バドミントン愛好会

ミニバスケットボール第１７回どんたくカップ 

ミニバスケットボール第１７回どんたくカップ

スポーツスマイルアップ教室

個　　　　人　　　　利　　　　用

火

フェニックス（バドミントン） Ｅｍｉｌｙ ＲＧ（新体操） ピーターパン（ＢＴ）

Ｆ．ＣＯＭＰＡＮＹ（ＳＶ）

9 土

Ｇｏ．Ｇｏ．バスケットクラブ

テニス同好会ＥＴＣ

Ｐｕｒｅ（ＳＶ） シーガルバドミントン Ｇｏ．Ｇｏ．バスケットクラブ

フェニックス（バドミントン）

どんぐりテニスクラブ トパーズクラブ（ＢＴ） ひまわりＢＴクラブ

どんぐりテニスクラブ ウエストシャトルクラブ 福大医学部バレーボール愛好会

福大医学部バレーボール愛好会 ピーターパン（ＢＴ）

Ｐｕｒｅ（ＳＶ） ルビークラブ（ＢＴ） レインボーＢＴクラブ

ウエストシャトルクラブ

balance（バスケット）

フェニックス（バドミントン）

フラワーズソフトバレー
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

balance（バスケット）
ブルータス（バドミントン）

フレンド（バドミントン） トパーズクラブ（ＢＴ） ルビークラブ（ＢＴ）

ティンカーベル

個　　　　人　　　　利　　　　用

福岡ファイヤーバードバトンチーム

MKY-７（テニス） マンデー（バドミントン） つばさクラブ

Ｐｕｒｅ（ＳＶ） 地域活動支援センター レインボーＢＴクラブ 福大医学部バスケットボール愛好会 ベル・ルーン

ルビークラブ（ＢＴ） 福岡大学医学部医学科女子バドミントン部 チームＳ．Ｈ．Ｒ（バスケ）

ベルバトンクラブ

マッチポイントだよ（テニス）

愉快な仲間たち（ＳＶ） 西区レディースバドミントン連盟 げんきっず広場・スクール

ウエストシャトルクラブ つばさクラブ

AGILITY（バスケット） スピードマスター（バスケ）

Ｅｍｉｌｙ ＲＧ（新体操） あゆみらいＶＢＣマンデー（バドミントン）フレンド（バドミントン）

個　　　　人　　　　利　　　　用

あっぷる（バドミントン） 地域活動支援センター ルビークラブ（ＢＴ） Ｅｍｉｌｙ ＲＧ（新体操） ピーターパン（ＢＴ）

レインボーＢＴクラブ 福大医学部バスケットボール愛好会 福岡sped隊（バドミントン）

げんきっず広場・スクール

Ｐｕｒｅ（ＳＶ） ひまわりＢＴクラブ Ｇｏ．Ｇｏ．バスケットクラブ

シーガルバドミントン ルビークラブ（ＢＴ） トパーズクラブ（ＢＴ）

ルビークラブ（ＢＴ） Ｅｍｉｌｙ ＲＧ（新体操） あゆみらいＶＢＣ

つばさクラブ

ＤＯＬＰＨＩＮＳ（バスケット）

スピードマスター（バスケ）

テニス同好会ＥＴＣ フラワーズソフトバレー

個　　　　人　　　　利　　　　用

西区レディースバドミントン連盟 フラワーズソフトバレー バトンプレイス

福岡大学医学部バスケットボール愛好会 ピーターパン（ＢＴ）

ウエストシャトルクラブ トパーズクラブ（ＢＴ） ピーターパン（ＢＴ） ｔｅａｍ　ＤＡＭＤＡＭ

ブルータス 2号店（バドミントン） ＤＯＬＰＨＩＮＳ（バスケット）

あゆみらいＶＢＣ

フレンド（バドミントン）

第６８回選抜ソフトバレーボールミドルエイジミックスプール２優勝大会 

ＣＨＡＯＺ（バスケット）

レインボーＢＴクラブ

定　　　　　　　期　　　　　　　点　　　　　　　検　　　　　　日　　（　　休　　　　館　　　）

オリーブ（ＳＶ）

福大医学部バドミントン愛好会 フラワーズソフトバレー 福岡ファイヤーバードバトンチーム

ｗｅａｖｅ（バスケット） ふりーだむ。(バスケット)


