
日 曜

＊
＊

Retrus (バスケット)

EYバトン

あゆみらいVBCマリナタウンR.G6

あゆみらいVBC

25

26

8 水

21

火
EYバトン

19 ＰＡＬＵＮＴＥ

ひまわりBTクラブ チーム山下（バスケ）
ピュア (バドミントン)

2月22日現在　令和４年度　3月　　西体育館（競技場）利用予定表　

9 木

２０時～２２時１５時～１８時

金

火

木

水

ティンカーベル (バトン)
ブルータス (バドミントン)

ヒースエリア (体操・ダンス)

SPADRISH (バスケ)

ピーターパン(BT)

B-Raves (バスケ)

福薬バスケット

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) げんきっず広場（冬） 今宿ミニバスケットボールクラブ

ウエストシャトルクラブ (バドミントン)

水1

月

4 土

2 木

27 月

5 日

10

11

15

16

12 日

22

金

１８時～２０時９時～１２時 １２時～１５時

23 木

28

土

土

14

17

7

日

20

18

日

土

24

金

13 月

3

水

火

金

月

火

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) レインボーBTクラブ Emily RG(体操・ダンス) スティングレイズ大濠 (バスケ)

ひまわりBTクラブ ピーターパン(BT) ピーターパン(BT)

GoGoバスケットボール Emily RG(体操・ダンス) B.B.S(バスケット)

Pure(ソフトバレー) 九州大学バドミントン レインボーBTクラブ ピーターパン(BT) ピーターパン(BT)

福薬バスケット
TG ダンス

テニス愛好会 ETC 小戸テニスクラブ SKY JET H (バスケ)

Pure(ソフトバレー) バードクラブ (バドミントン) ウエストシャトルクラブ (バドミントン) チーム山下（バスケ）

西区レディースバドミントン連盟 マンデー (バドミントン) ＶＥＬＶＥＴ.Ｎ（体操・ダンス）

個人利用
テニス愛好会 ETC フラワーズ　ソフトバレー

ティンカーベル (バトン) ティンカーベル (バトン)
Emily RG(体操・ダンス) あゆみらいVBC

山車胤 (ソフトバレー) マッチポイントだよ(テニス) Goose Feather (バドミントン) バトンプレイス SPADRISH (バスケ)

火曜会 (バドミントン) 城南新生 (ソフトバレー) レインボーBTクラブ
エーデルワイス (バドミントン) トパーズクラブ(BT) 飯倉ミニバスケットボールクラブ

Retrus (バスケット)
ウエストシャトルクラブ (バドミントン) Ambitious (バスケ) セキスイハイム

スピードマスター (バスケ)

どんぐりテニスクラブ 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) 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) 西ジュニアバトン 西ジュニアバトン

レインボーBTクラブ

Hidh five（バスケ）

ルビークラブ(BT) バトンプレイス

ABーFLUG (バスケ) Retrus (バスケット)
小戸テニスクラブ
小戸テニスクラブ

愉快な仲間たち(ソフトバレー) マンデー (バドミントン) げんきっず広場（冬） EYバトン EYバトン
個　　人　　利　　用

ニュークラブ (バドミントン) ウエストシャトルクラブ (バドミントン) トパーズクラブ(BT) バトンプレイス みずほ会(バスケ)

飯倉ミニバスケットボールクラブ

第９回舞姫新体操クラブ発表会

保健福祉局　集団健診 第９回舞姫新体操クラブ発表会　前日準備

個人利用

テニス愛好会（テニスメイト） トパーズクラブ(BT) GoGoバスケットボール Retrus (バスケット)
Success (バスケット)

ふれんず（バレーボール） フラワーズ　ソフトバレー ルビークラブ(BT) 福薬バスケット JOKER’S（バスケ）
Pure(ソフトバレー) バードクラブ (バドミントン) ひまわりBTクラブ マリナタウンR.G S3`s(バスケット)

小戸テニスクラブ レインボーBTクラブ Goose Feather (バドミントン) AMMY‘S  (ダンス） B-Raves (バスケ)
藤崎バドミントンクラブ フラワーズ　ソフトバレー

個人利用

ひまわりBTクラブ トパーズクラブ(BT) EYバトン EYバトン

令和４年度福岡市スポーツ少年団
小学生バレーボール春季交流大会

定　　　　　　　期　　　　　　　点　　　　　　　検　　　　　　日　　（　　休　　　　館　　　）

小戸テニスクラブ ひまわりBTクラブ ひまわりBTクラブ ティンカーベル (バトン) ティンカーベル (バトン)

ひまわりBTクラブ Emily RG(体操・ダンス) FURI☆SPO (バレー)
ルビークラブ(BT) PRISM バスケットボールアカデミー

Retrus (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) PRISM バスケットボールアカデミー

第１３１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ドリーム

V・I倶楽部(バスケット)
サタデーバスケ

ユクソンフェ (バドミントン)損 フラワーズ　ソフトバレー Success (バスケット) ベルバトンクラブ ベルバトンクラブ
ひまわりBTクラブ 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)

FURI☆SPO (バレー)

バスケットボール練習試合
〇〇 (バスケ) 〇〇 (バスケ)

Ballistix (バスケ) ブルータス (バドミントン)

マンデー (バドミントン)
フレンド (バドミントン) レインボーBTクラブ ひまわりBTクラブ

ピーターパン(BT)

個人利用

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)

フェニックスレディース (バドミントン) ルビークラブ(BT)

ミニバスケットボール第２１回どんたくカップ　予選
チーム山下(体操・ダンス)

EYバトン

シーガルバドミントン レインボーBTクラブ

B-Raves (バスケ)
ウエストシャトルクラブ (バドミントン) マンデー (バドミントン) ルビークラブ(BT) ヒースエリア (体操・ダンス)

個　　人　　利　　用

ピーターパン(BT)

ティンカーベル (バトン)

城南愛球会(ソフトバレー)

第２９回ウエストジュニアカップ 個人利用

福岡市西区公民館バレーボールサークル交流会

Goose Feather (バドミントン) 今宿ミニバスケットボールクラブ

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) 西ジュニアバトン 西ジュニアバトン

30 木
ニュークラブ (バドミントン) トパーズクラブ(BT) GoGoバスケットボール ベルバトンクラブ 福籠 (バスケ)

Pure(ソフトバレー) 九州大学バドミントン トパーズクラブ(BT) マリナタウンR.G クリエーター (バドミントン)

個　　人　　利　　用29 水
ファニィクラブ(ミニテニス)

31 金
フェニックス (バドミントン) フラワーズ　ソフトバレー Goose Feather (バドミントン) Success (バスケット) ピーターパン(BT)

らくらくテニスクラブ 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) つばさクラブ (バドミントン) つばさクラブ (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。
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              



日 曜

＊
＊

ピーターパン(BT)
Ｗｉｌｄ　boars(バスケ）					クリエーター (バドミントン)

小戸テニスクラブ 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) 今宿ミニバスケットボールクラブ

14 金
山車胤 (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) S3`s(バスケット)

13 木

ピーターパン(BT)

Pure(ソフトバレー) フラワーズ　ソフトバレー

ひまわりBTクラブ

12 水
ティンカーベル (バトン) ティンカーベル (バトン)

4 火

１８時～２０時９時～１２時

Retrus (バスケット)

ウエストシャトルクラブ (バドミントン)

2 日

ウエストシャトルクラブ (バドミントン)

9 日

土

15 土

16 日

10 月

11 火

１２時～１５時

8 土

レインボーBTクラブ
3 月

テニス愛好会 ETC 早良区レディースバドミントン ひまわりBTクラブ Emily RG(体操・ダンス)

西区レディースバドミントン連盟 西区レディースバドミントン連盟

金7 フェニックス (バドミントン) ひまわりBTクラブ

5 水

6 木

２０時～２２時

福薬バスケット Cranes(バスケットボール)

FURI☆SPO (バレー)

23 日 Weave (バスケ) ブルータス2号店 (バドミントン)

月

18 火

19 水
今宿ミニバスケットボールクラブ B.B.S(バスケット)

20 木

21 金

22

17

土

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) マッチポイントだよ(テニス) ピーターパン(BT) ピーターパン(BT)

V・I倶楽部(バスケット) スピードマスター (バスケ) ブルータス2号店 (バドミントン)

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) 今宿ミニバスケットボールクラブ B.B.S(バスケット)

クリエーター (バドミントン)トパーズクラブ(BT) Wild boars（バスケ）
ひまわりBTクラブPure(ソフトバレー) ユクソンフェ (バドミントン)

シーガルバドミントン トパーズクラブ(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) 今宿ミニバスケットボールクラブ

マンデー (バドミントン)

シーガルバドミントン

29 土

25 火

24 月 フレンド (バドミントン) 城南新生 (ソフトバレー) マンデー (バドミントン)

26 水

フェニックス (バドミントン) 城南新生 (ソフトバレー)

小戸テニスクラブ レインボーBTクラブ レインボーBTクラブ

28 金

27 木
ピュア (バドミントン) トパーズクラブ(BT) トパーズクラブ(BT)

30 日
小戸テニスクラブ 〇〇 (バスケ) サタデーバスケ 福岡ファイヤーバード(体操・ダンス) 福岡ファイヤーバード(体操・ダンス)

STAR (バドミントン) STAR (バドミントン) STAR (バドミントン) STAR (バドミントン) STAR (バドミントン)

第３０回スプリングカップ１日目 個人利用

第３０回スプリングカップ2日目

ファニィクラブ(ミニテニス) フラワーズ　ソフトバレー 福薬バスケット FURI☆SPO (バレー)

SPADRISH (バスケ)
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)

2月22日現在　令和5年度　4月　　西体育館（競技場）利用予定表　

1
１５時～１８時

スマイルクラブ (テニス) マンデー (バドミントン) つばさクラブ (バドミントン) つばさクラブ (バドミントン)

小戸テニスクラブ ルビークラブ(BT) ルビークラブ(BT) チーム山下(体操・ダンス) ピーターパン(BT)
Pure(ソフトバレー) ひまわりBTクラブ ひまわりBTクラブ 福岡大学医学部バスケット みずほ会(バスケ)

個人利用

個人利用

選挙のため利用不可

選挙のため利用不可

ピーターパン(BT) ピーターパン(BT)

will (エアロビクス) will (エアロビクス)
ひまわりBTクラブ Wild boars（バスケ） FURI☆SPO (バレー)

小戸テニスクラブ ルビークラブ(BT) レインボーBTクラブ マリナタウンR.G ピーターパン(BT)
ユクソンフェ (バドミントン) プラム（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) みずほ会(バスケ)

テニス愛好会 ETC トパーズクラブ(BT) トパーズクラブ(BT)
個人利用

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) ルビークラブ(BT) 早良 ジュニアバトン 早良 ジュニアバトン

GoGoバスケットボール EYバトン EYバトン
ひまわりBTクラブ Wild boars（バスケ） 竹とんぼ(Fバドミントン)

〇〇 (バスケ) 〇〇 (バスケ) 〇〇 (バスケ) 〇〇 (バスケ) 〇〇 (バスケ)
小戸テニスクラブ 小戸テニスクラブ

火曜会 (バドミントン) 火曜会 (バドミントン) ベルバトンクラブ ベルバトンクラブ
愉快な仲間たち(ソフトバレー) ファニィクラブ(ミニテニス) ウエストシャトルクラブ (バドミントン)

個人利用
藤崎バドミントンクラブ ユクソンフェ (バドミントン) トパーズクラブ(BT) 福薬バスケット Cranes(バスケットボール)

シーガルバドミントン トパーズクラブ(BT) GoGoバスケットボール チーム山下(体操・ダンス) 竹とんぼ(Fバドミントン)

個人利用

第２３２回選抜ソフトバレーボール
Open　Ｓｐｒｉｎｇ　選手権大会

マッチポイントだよ(テニス) フラワーズ　ソフトバレー レインボーBTクラブ Success (バスケット) Retrus (バスケット)

早良クラブ(バドミントン) エースレディース (バドミントン) レインボーBTクラブ Emily RG(体操・ダンス) FURI☆SPO (バレー)

ABーFLUG (バスケ) ABーFLUG (バスケ)

チーム山下(体操・ダンス) FURI☆SPO (バレー)
Ｗｉｌｄ　boars(バスケ） みずほ会(バスケ)

福岡市親善バレーボール小学生大会 個人利用

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。
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              

ユクソンフェ (バドミントン) バードクラブ (バドミントン) ウエストシャトルクラブ (バドミントン) つばさクラブ (バドミントン) つばさクラブ (バドミントン)

西区レディースバドミントン連盟 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)
個人利用

ベルバトンクラブ

みずほ会(バスケ)
Emily RG(体操・ダンス) S3`s(バスケット)

ベルバトンクラブ

ピーターパン(BT)オリーブ (ソフトバレー) ひまわりBTクラブ GoGoバスケットボール


