
日 曜

＊
＊

ウエストシャトルクラブ(バドミントン)

ファニィクラブ(ミニテニス)

ファニィクラブ(ミニテニス)

第229回選抜ソフトバレーボール
オープンウィンター選手権大会

レインボー(バドミントン) 城南新生(バドミントン) レインボーBTクラブ

あっぷる(バドミントン) トパーズクラブ(BT) トパーズクラブ(BT)
テニス同好会 ETC ウエストシャトルクラブ(バドミントン) タートル(バスケ)

どんぐりテニスクラブ ウエストシャトルクラブ(バドミントン) レインボーBTクラブ

ベルバトンクラブ ベルバトンクラブ

福岡市スポーツ協会６０周年記念バウンドテニス大会 個　　人　　利　　用

第３３回新人戦小学生バレーボール大会
クラッソ福岡(ＢＴ) 福岡ｓｐｅｄ隊(バドミントン)

早良ジュニアバトン 早良ジュニアバトン
マッチポイントだよ(テニス) ルビークラブ(BT) タートル(バスケ) Ambitious(バスケ) B Baller(バスケ)

窓口へお問い合わせください。

福岡市スポーツ協会６０周年記念バウンドテニス大会
前日準備フェニックス(バドミントン) マンデー(バドミントン) レインボーBTクラブ

B-Raves(バスケ) あゆみらいVBC

西区レディースバドミントン連盟 ルビークラブ(BT) げんきっず広場（冬） ピーターパン(BT) ピーターパン(BT)
個　　　　人　　　　利　　　　用

ピュア(バドミントン) レインボーBTクラブ ひまわりBTクラブ ベルバトンクラブ ベルバトンクラブ

HAC(バドミントン) team DAMDAM(バスケ)

Pure(ソフトバレー) ルビークラブ(BT) ルビークラブ(BT) 早良ドリームズ(バスケ) 早良ドリームズ(バスケ)

藤崎バドミントンクラブ レインボーBTクラブ GO.GO.バスケットボール Deusx R・Gクラブ(体操・ダンス) t21hi(バドミントン)

第３６回早良区レディースバドミントン交歓会

市長杯小学生バレーボール大会 個　　人　　利　　用

２０２１インディアカチャンピオンカップ選手権大会
V.I倶楽部(バスケ) 早良ドリームズ(バスケ)

ウエストシャトルクラブ(バドミントン)

ブルータス(バドミントン) スピードマスター(バスケ)

ピーターパン(BT)
レインボーBTクラブ Emily RG(新体操)

ピーターパン(BT)
FURI☆SPO(バレー)

ルビークラブ(BT) ルビークラブ(BT) ピーターパン(BT) ピーターパン(BT)
ファーストクラブ(バドミントン) ウエストシャトルクラブ(バドミントン)

個　　　　人　　　　利　　　　用
エーデルワイス(バドミントン) 城南新生(バドミントン) トパーズクラブ(BT) バトンプレイス FURI☆SPO(バレー)

げんきっず広場（冬） EYバトン EYバトン

ひまわりBTクラブ 早良ジュニアバトン 早良ジュニアバトン
ひまわりBTクラブ GO.GO.バスケットボール マリナタウンR.G(体操・ダンス) B-Raves(バスケ)

STAR(バドミントン)
FURI☆SPO(バレー)

ブルータス(バドミントン)
西区子ども会育成連合会　新年レクリエーション大会

AB-FLUG(バスケ)
Retrus(バスケ)

個　　　　人　　　　利　　　　用

定　　　　　　　期　　　　　　　点　　　　　　　検　　　　　　日　　（　　休　　　　館　　　）

Pure(ソフトバレー) マンデー(バドミントン) ウエストシャトルクラブ(バドミントン) HAC(バドミントン) B-Raves(バスケ)

ファニィクラブ(ミニテニス) ルビークラブ(BT)
フェニックス(バドミントン) ウエストシャトルクラブ(バドミントン)

年　　　　　末　　　　　年　　　　　始　　　　　休　　　　　館　　　　　日

B-Raves(バスケ) トパーズクラブ(BT)
個　　　　人　　　　利　　　　用

西保健所　検診

個　　　　人　　　　利　　　　用

さかな(バドミントン) バトンプレイス ブルータス　2号店(バドミントン)

B-Raves(バスケ)
CONAN(バスケ) ベルバトンクラブ 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) ウエストシャトルクラブ(バドミントン) ひまわりBTクラブ

トパーズクラブ(BT) 松バ同好会(バスケ) Gromits(バスケ)

レインボーBTクラブ

バトンプレイス ベルバトンクラブ ベルバトンクラブ
トパーズクラブ(BT)
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12月25日現在　令和４年１月　　　西体育館（競技場）利用予定表　

9 日

夜間２（２０：００～２２：００）午後２（１５：００～１８：００）
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夜間１（１８：００～２０：００）午前（９：００～１２：００） 午後１（１２：００～１５：００）
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つばさクラブ(バドミントン) つばさクラブ(バドミントン)

西体育館管理事務所　　Ｔｅｌ　８８２－５１４４              

Emily RG(新体操) ピーターパン(BT)
ピーターパン(BT) ベルバトンクラブ

Team West(バレーボール)

クラッソ福岡(ＢＴ) YAGI (バレーボール)

ピーターパン(BT)
ルビークラブ(BT) Emily RG(新体操) スティングレイズ大濠(バスケ)

ひまわりBTクラブ SMASH(バドミントン)

Pure(ソフトバレー) マッチポイントだよ(テニス) マッチポイントだよ(テニス) 草ヶ江MBC(バスケ) team DAMDAM(バスケ)

テニス同好会 ETC 七隈クラブ(ＢＴ) ルビークラブ(BT) バトンプレイス balance(バスケ)
マンデー(バドミントン) げんきっず広場（冬）西区レディースバドミントン連盟

個　　　　人　　　　利　　　　用
Pure(ソフトバレー) テニス同好会 ETC

マンデー(バドミントン) ひまわりBTクラブ TGダンス

ピュア(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。

Ballistix(バスケ) KAGO CLUB(バスケ) KAGO CLUB(バスケ)

テニス同好会 ETC ひまわりBTクラブ ウエストシャトルクラブ(バドミントン)

原ビッグハーツ(バスケ)

Goose Feat(バドミントン)

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

マンデー(バドミントン) ひまわりBTクラブ 松バ同好会(バスケ) B-Raves(バスケ)
B Baller(バスケ)



日 曜

＊
＊

ひまわりBTクラブ ウエストシャトルクラブ(バドミントン)

大規模大会の予定 個　　　　人　　　　利　　　　用

城南新生(バドミントン) ルビークラブ(BT)

シーガルバドミントン 藤崎バドミントンクラブ ひまわりBTクラブ

ファニィクラブ(ミニテニス) マンデー(バドミントン) サタデー　バスケ

福岡sped隊(バドミントン)

Lobbing(バドミントン) team DAMDAM(バスケ)

team DAMDAM(バスケ)

バトンプレイス あゆみらいVBC

火曜会(バドミントン) 藤崎バドミントンクラブ GO.GO.バスケットボール バトンプレイス あゆみらいVBC
ウエストシャトルクラブ(バドミントン) 福岡大学FUVA(バレー) 福岡大学FUVA(バレー)

ユクソンフェ(バドミントン) ルビークラブ(BT)

どんぐりテニスクラブ

個　　　　人　　　　利　　　　用

レインボーBTクラブ 草ヶ江MBC(バスケ) ピーターパン(BT)
ルビークラブ(BT) 福薬バスケット

スマイルクラブ(テニス)

わかばクラブ(バドミントン)

個　　　　人　　　　利　　　　用

個　　　　人　　　　利　　　　用

福岡市ミニバスケットボール大会西区大会（冬季）

福岡市ミニバスケットボール大会西区大会（冬季）

第103回福岡市西区公民館卓球サークル交流会

第21回九州＆中四国ソフトバレーボールチャンピオンカップ選手権大会

西区オープンバドミントン大会

ピーターパン(BT)

タートル(バスケ) スティングレイズ大濠(バスケ)

愉快な仲間たち(ソフトバレー) フラワーズソフトバレー

どんぐりテニスクラブ バードクラブ(バドミントン)

藤崎バドミントンクラブ ひまわりBTクラブ

フェニックス(バドミントン) スマイルクラブ(テニス)

西区レディースバドミントン連盟 げんキッズ広場（冬） 原ビッグハーツ(バスケ)

スピードマスター(バスケ)

エーデルワイス(バドミントン) ルビークラブ(BT)
藤崎バドミントンクラブ ひまわりBTクラブ

マッチポイントだよ(テニス)

フレンド(バドミントン)

西保健所　集団検診

C.C.H(バスケ)

ひまわりBTクラブ ピーターパン(BT) AimHigh(バスケ)
トパーズクラブ(BT) 福岡大学医学部バドミントン愛好会 福岡大学医学部バドミントン愛好会

ウエストシャトルクラブ(バドミントン)

マッチポイントだよ(テニス)

KAGO CLUB(バスケ) KAGO CLUB(バスケ)

Pure(ソフトバレー) バードクラブ(バドミントン) Lobbing(バドミントン) バトンプレイス team DAMDAM(バスケ)

水曜会(バドミントン) サンクラブ(BT) げんキッズ広場（冬） 福岡大学医学部バドミントン愛好会 福岡大学医学部バドミントン愛好会

個　　　　人　　　　利　　　　用

どんぐりテニスクラブ フラワーズソフトバレー 忍者ナイン(軽スポーツ) バトンプレイス ピーターパン(BT)

夜間２（２０：００～２２：００）
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　令和４年２月　　　西体育館（競技場）利用予定表　
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午後２（１５：００～１８：００）

12月25日現在

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。

窓口へお問い合わせください。
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

10 木

13 日

12 土

テアートル(バドミントン)

松バ同好会(バスケ) ぷーな(バドミントン)

B-Raves(バスケ)
ブルータス(バドミントン)

レインボー(バドミントン) 城南クラブ(バドミントン) チロルズ(バレーボール) チロルズ(バレーボール) チロルズ(バレーボール)

レインボー(バドミントン)

1 火

7

夜間１（１８：００～２０：００）

金

9 水

火

2 水

3 木

4 金

5 土

8

6 日

月

西体育館管理事務所　　Ｔｅｌ　８８２－５１４４              

マンデー(バドミントン) Arch(バスケ) Emily RG(新体操) Retrus(バスケ)
城南新生(バドミントン) ルビークラブ(BT) Emily RG(新体操) あゆみらいVBC

テアートル(バドミントン)

B-Raves(バスケ)

城南新生(バドミントン)

ブルータス　2号店(バドミントン) ベルバトンクラブ
放課後バレーサークル(バレーボール) Ballistix(バスケ)

第109回選抜インディアカキングスカップ優勝大会
FBC(バスケ)

西保健所　集団検診

午後１（１２：００～１５：００）午前（９：００～１２：００）

スピードマスター(バスケ) スピードマスター(バスケ)

バトンプレイス 互助会バレーサークル(バレーボール)

マンデー(バドミントン) レインボーBTクラブ バトンプレイス スティングレイズ大濠(バスケ)

Emily RG(新体操) C.C.H(バスケ)

サンクラブ(BT) タートル(バスケ) 長沢裕美子バトンスタジオ(体操・ダンス) 長沢裕美子バトンスタジオ(体操・ダンス)

原ビッグハーツ(バスケ)

NBC(バスケ) ブルータス　2号店(バドミントン)

Emily RG(新体操)
ピーターパン(BT)

レインボーBTクラブ

ファニィクラブ(ミニテニス) ファーストクラブ(バドミントン) げんキッズ広場（冬）

城南クラブ(バドミントン)

ニュークラブ(バドミントン)

オリーブ(ソフトバレー)

ピーターパン(BT)
藤崎バドミントンクラブ レインボーBTクラブ GO.GO.バスケットボール マリナタウンR.G(体操・ダンス) Cranes(バスケ)

GO.GO.バスケットボール

個　　　人　　　利　　　用

ブルータス(バドミントン) AimHigh(バスケ)

ルビークラブ(BT)
忍者ナイン(軽スポーツ)

早良ドリームズ(バスケ) team DAMDAM(バスケ)

原ビッグハーツ(バスケ) スティングレイズ大濠(バスケ)

定　　　　　　　期　　　　　　　点　　　　　　　検　　　　　　日　　（　　休　　　　館　　　）

フレンド(バドミントン) レインボー(バドミントン) タートル(バスケ)

火曜会(バドミントン) 城南新生(バドミントン) ひまわりBTクラブ ピーターパン(BT)

Charanporan(バスケ)
FURI☆SPO(バレー)

レインボー(バドミントン) 城南クラブ(バドミントン) レインボーBTクラブ

個　　　　人　　　　利　　　　用

ファニィクラブ(ミニテニス) わかばクラブ(バドミントン) Arch(バスケ) 福岡大学FUVA(バレー) 福岡大学FUVA(バレー)

マッチポイントだよ(テニス) トパーズクラブ(BT) ウエストシャトルクラブ(バドミントン) 西ジュニアバトン 西ジュニアバトン

バトンプレイス FURI☆SPO(バレー)


