
日 曜

＊
＊

フェニックス (バドミントン) ルビークラブ(BT) ウエストシャトルクラブ (バドミントン) Success（バスケ） スティングレイズ大濠（バスケ）

タートル (バスケ) BowlS  (バスケ)
レインボーBTクラブ（ＢＴ） マンデー (バドミントン) ルビークラブ(BT) ピーターパン（BT） ピーターパン（BT）

つばさクラブ (バドミントン) 福岡大学医学部バドミントン 福岡大学医学部バドミントン

個　　人　　利　　用
ベルバトンクラブ BowlS  (バスケ)

Glico club (バスケ) Glico club (バスケ) Glico club (バスケ) ABーFLUG (バスケ) みずほ会(バスケ)

第２２回コフクカップ小学生バレーボール大会 個　　人　　利　　用

福岡大学医学部バスケ 福岡sped隊（バドミントン）

Ｅｍｉｌｙ　ＲＧ（新体操） BowlS  (バスケ)
どんぐりテニスクラブ レインボーBTクラブ ウエストシャトルクラブ (バドミントン) サタデーバスケ ブルータス２号店（バドミントン）

定　　　　　　　期　　　　　　　点　　　　　　　検　　　　　　日　　（　　休　　　　館　　　）

令和４年度市民総合スポーツ大会
福岡市武術太極拳交流大会の為の合同

練習　その１

げんきっず広場（秋） ピーターパン（BT） チーム山下（体操）
個　　人　　利　　用

令和４年度第３６回市民総合スポーツ大会　ミニバスケットボール西区予選

那の香ライオンズカップソフトバレー小学生大会
チーム山下（体操） チーム山下（体操）
ロジーナ（バスケ） SKY JET H（バスケ）

福岡リゾスポ　三幸フェスティバル
福岡大学FUVA（バレーボール） 福岡大学FUVA（バレーボール）

Success（バスケ） ピーターパン（BT）

第42回福岡市ママさん創立記念親善（クラス別）バレーボール大会 個　　人　　利　　用

生の松原特別支援学校　高等部
スポーツフェスティバル（体育大会）

GoGoバスケットボール B－Raves（バスケ） クリエーター (バドミントン)

ウエストシャトルクラブ (バドミントン) ベルバトンクラブ ベルバトンクラブ

令和4年度第36回市民総合スポーツ大会 ミニバスケットボール西区予選

福岡アイスクール幼稚園運動会　リハーサル
ルピークラブ（BT) Lobbing (バドミントン) ｔｅａｍ　ＤＡＭＤＡM（バスケ）

あかちゃんといっしょ
生の松原特別支援学校高等部 スポーツフェスティバル 前日準備

フェニックスレディース (バドミントン) Goose　Ｆｅａｔｈｅｒ（バドミントン） ウエストシャトルクラブ (バドミントン) Ｅｍｉｌｙ　ＲＧ（新体操） Retrus (バスケット)

たの★スポ
ニュースポーツ体験会 個　　人　　利　　用

トパーズクラブ(BT) 福薬バスケット Retrus (バスケット)
FUJI（バレーボール） 九州大学バドミントン タートル (バスケ) ベルバトンクラブ みずほ会(バスケ)

レインボーBTクラブ ベルバトンクラブ ｔｅａｍ　ＤＡＭＤＡM（バスケ）

個人利用
GoGoバスケットボール HAC（バレーボール） クリエーター (バドミントン)

FURI☆SPO（バレーボール）

福岡市西区公民館バドミントンサークル交流会 個　　人　　利　　用

令和４年度第３６回市民総合スポーツ大会　区対抗交流競技西区親善ママさんバレーボール大会

ファニィクラブ(ミニテニス) マンデー (バドミントン)

フェニックス (バドミントン) マンデー (バドミントン) ひまわりBTクラブ ベルバトンクラブ みずほ会(バスケ)
山車胤 (ソフトバレー)

窓口へお問い合わせください。
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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

エーデルワイス（バドミントン） 城南新生 (ソフトバレー) GoGoバスケットボール（バスケ）

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。

２０２２　福NISHI協会杯ソフトバレーボール大会

福岡アイスクール幼稚園　運動会の練習
草ヶ江MBC (バスケ)
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ｔｅａｍ　ＤＡＭＤＡ（バスケ）B-Raves (バスケ)

ロジーナ（バスケ） FBC（バスケ） ブルータス２号店（バドミントン）

マンデー (バドミントン)

福岡リゾスポ　三幸フェスティバル

ブルータス2号店 (バドミントン)

VELVET.N（体操）

スピードマスター (バスケ)

SKY JET H（バスケ）

スマイルクラブ（テニス） レインボーBTクラブ

テニス愛好会 ETC バードクラブ (バドミントン)

シーガルバドミントン

藤崎バドミントンクラブ トパーズクラブ(BT) つばさクラブ (バドミントン) ベルバトンクラブ SKY JET H (バスケ)

マッチポイントだよ(テニス) フラワーズソフトバレー ひまわりBTクラブ ベルバトンクラブ クリエーター (バドミントン)

Goose　Ｆｅａｔｈｅｒ（バドミントン） Lobbing (バドミントン) ピーターパン（BT）

Feliz（バスケ）

スピードマスター (バスケ) ロジーナ（バスケ）

マッチポイントだよ(テニス) ウエストシャトルクラブ (バドミントン) ルビークラブ(BT)

フレンド (バドミントン) 九州大学バドミントン タートル (バスケ)

B-Raves (バスケ)

福岡大学医学部バスケ

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（秋） ピーターパン（BT）

Lobbing (バドミントン)
バトンプレイス

藤崎バドミントンクラブ
あっぷる（ソフトバレー） レインボーBTクラブ

レインボーBTクラブ

ピーターパン（BT）

Feliz（バスケ）

チーム山下（体操）
福薬バスケット あゆみらいVBC(バレーボール)

バドミントンパーク

ベルバトンクラブ

げんきっず広場（秋）

あゆみらいVBC(バレーボール)

レインボーBTクラブ バトンプレイス

あじさいクラブ（バドミントン） げんきっず広場（秋） Ｅｍｉｌｙ　ＲＧ（新体操）

レインボー（バドミントン） レインボーBTクラブ レインボーBTクラブ

レインボー（バドミントン） レインボーBTクラブ ウエストシャトルクラブ (バドミントン) Lobbing (バドミントン)
マンデー (バドミントン) けやき（BT) レインボーBTクラブ（ＢＴ） 早良 ジュニアバトン

Retrus (バスケット)

藤崎バドミントンクラブ ウエストシャトルクラブ (バドミントン) トパーズクラブ(BT)

早良 ジュニアバトン

ピーターパン（BT）愉快な仲間たち(ソフトバレー)



日 曜

＊
＊

第2回早良カップ(秋季)小学生バレーボール大会 個　　人　　利　　用

令和4年度第36回市民総合スポーツ大会 ミニバスケットボール市大会

テニス愛好会(テニスメイト) マンデー (バドミントン) ルビークラブ(BT) Lobbing (バドミントン) ピーターパン(BT)

ファニィクラブ(ミニテニス) 早良クラブ ひまわりBTクラブ EYバトン
FUJI (バレーボール) ホワイトフューチャーズ(バドミントン) ウエストシャトルクラブ (バドミントン) ピーターパン(BT)

ポムポム(ポムグラネイト)(バドミントン) ひまわりBTクラブ Lobbing (バドミントン) Feliz(バスケット)
シーガルバドミントン けやき (バウンドテニス) トパーズクラブ(BT) バトンプレイス スティングレイズ大濠 (バスケ)

ファニィクラブ(ミニテニス) レインボーBTクラブ ウエストシャトルクラブ (バドミントン) バトンプレイス 竹とんぼ(Fバドミントン)
ユクソンフェ (バドミントン) バードクラブ (バドミントン)

個　　人　　利　　用

令和4年度第36回市民総合スポーツ大会 ミニバスケットボール市大会
WLUCKS(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) マンデー (バドミントン) トパーズクラブ(BT) Emily RG Retrus (バスケット)

ひまわりBTクラブ Success (バスケット) BowlS  (バスケ)
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) ファニィクラブ(ミニテニス)

第106回福岡市西区公民館卓球サークル交流会

定　　　　　　　期　　　　　　　点　　　　　　　検　　　　　　日　　（　　休　　　　館　　　）

個人利用
マッチポイントだよ(テニス) エーデルワイス (バドミントン) GoGoバスケットボール ベルバトンクラブ 福籠

スポミックス (軽スポーツ) けやき (バウンドテニス) GoGoバスケットボール Emily RG BowlS  (バスケ)

第31回福岡県ママさんバレーボール大会市予選 個　　人　　利　　用

ルビークラブ(BT) ルビークラブ(BT)
マッチポイントだよ(テニス) 水曜会

個人利用
エーデルワイス トパーズクラブ ひまわりBTクラブ VELVET.N(体操・ダンス) クリエーター (バドミントン)

佐賀応援ソフトバレーボール大会
t21hi (バドミントン) charanporan (バスケ)

どんぐりテニスクラブ フラワーズソフトバレー ひまわりBTクラブ

EYバトン
トパーズクラブ(BT) 福岡大学医学部バスケットボール愛好会 みずほ会(バスケ)

早良区レディースバドミントン連絡会 わかばクラブ (バドミントン) ひまわりBTクラブ
第5回運動会準備 りんごの花保育園

F.COMPANY (バドミントン) 城南愛球会(ソフトバレー)

けやき (バウンドテニス) つばさクラブ (バドミントン) つばさクラブ (バドミントン)

令和4年度第36回市民総合スポーツ大会
福岡市武術太極拳交流大会の為

合同練習 その2

個人利用

アイスクール幼稚園　運動会 個　　人　　利　　用

ルビークラブ(BT)

２０時～２２時

ピーターパン(BT)

F.COMPANY (バドミントン) わかばクラブ (バドミントン) ひまわりBTクラブ

ティンカーベル (バトン)

ウエストシャトルクラブ (バドミントン)

ベルバトンクラブ みずほ会(バスケ)

ピーターパン(BT)

ベルバトンクラブ
西区レディースバドミントン連盟 わかばクラブ (バドミントン)

バトンプレイス みずほ会(バスケ)
今宿ミニバスケットボールクラブ

スポミックス (軽スポーツ) 城南新生 (ソフトバレー)

西区レディースバドミントン連盟 ファーストクラブ (バドミントン)

EYバトン
ピーターパン(BT)

DIBA-RE ピーターパン(BT)

31 月

18

26

西体育館管理事務所　　Ｔｅｌ　８８２－５１４４              

30 日

火

19 水

10 月

13 木

12 水

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
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　令和４年10月　　　西体育館（競技場）利用予定表　

木

金

Success (バスケット) ベルバトンクラブFUJI (バレーボール) 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)

保健福祉局　集団健診
GoGoバスケットボール EYバトン

西花畑バトンクラブ

1 土

7

9

2

日

土

23 日

20

１２時～１５時９時～１２時 １８時～２０時

t21hi (バドミントン) スピードマスター (バスケ)
令和4年度第36回市民総合スポーツ大会 バレーボール小学生(決勝)大会

team DAMDAM (バスケ)マッチポイントだよ(テニス) レインボーBTクラブ 今宿ミニバスケットボールクラブ

Glico club (バスケ)
草ヶ江MBC (バスケ) FANTASISTA (バスケットボール)

草ヶ江MBC (バスケ) balance (バスケ)どんぐりテニスクラブ ルビークラブ(BT)

ユクソンフェ (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

ウエストシャトルクラブ (バドミントン)

個　　人　　利　　用第5回運動会 りんごの花保育園

FBC (バスケット) t21hi (バドミントン)

令和4年度第36回市民総合スポーツ大会
福岡市レディースバドミントン連盟区対抗バドミントン大会西区予選会

Emily RG FANTASISTA (バスケットボール)

西花畑バトンクラブ

SPADRISH (バスケ) t21hi (バドミントン)
ひまわりBTクラブ ティンカーベル (バトン)フレンド (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

t21hi (バドミントン) 竹とんぼ

ABーFLUG (バスケ)
福岡市社会人バスケットボール 秋季リーグ

ブルータス2号店 (バドミントン)

FBC (バスケット) SPADRISH (バスケ)

BLADES (バスケ) KFC (バドミントン)

草ヶ江MBC RHYTHM (バスケット)
AMMY‘S  (ダンス） ベルバトンクラブPure(ソフトバレー)

BowlS  (バスケ)FUJI (バレーボール) すみれ(バドミントン) ひまわりBTクラブ

県小連ソフトバレーボール小学生大会

ルビークラブ(BT) ベルバトンクラブ balance (バスケ)
どんぐりテニスクラブ 城南新生 (ソフトバレー)

個人利用
スポミックス (軽スポーツ)

ピーターパン(BT)

ABーFLUG (バスケ) 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 福大医学部バドミントン愛好会

AGILTY (バスケット) スピードマスター (バスケ)

ファニィクラブ(ミニテニス) すみれ(バドミントン) ウエストシャトルクラブ (バドミントン) Success (バスケット) Retrus (バスケット)


