平成３１年 ２月 城南体育館 （競技場） 利用予定表
※大会開催日は、駐車場が大変混雑します。公共交通機関のご利用をお願いします。
※変更の可能性があります。最新の行事予定については城南体育館にお問い合わせください。(TEL 851-0303)
曜

午前(9:00～12：00)

1

金

どんぐりテニスクラブ
らくらくテニスクラブ

2

土

3

日

4

月

5

火

6

水

7

木

8

金

9

土

個人利用

10

日

平成３０年度第３２回市民総合スポーツ大会第23回福岡市総合バスケットボール選手権大会

11

月

12

火

13
14
15

午後２（15：00～18：00）

夜間１（18：00～20：00）

サンサンスポーツ教室

Emily RG（体・ダ）

Blue Sky クラブ（バスケ）
FAB CATS（バスケ）

第３７回幼児体育指導者検定
第３７回幼児体育指導者検定
MKY-7（テニス）

個人利用

サンクラブ（バウンドテニス）

個人利用
ユー・ユーバド
チロルズ（バレー）
ニコニコ健康アップ教室
堤バドミントンクラブ
スポミックス
福岡大学 FUVA（バレー）
インドアテニスクラブ
J プラクティス（バスケ） ふりーだむ。（バスケ）
ファニィクラブ（テニス） 一木三（ビーチボール）
個人利用
ファーストクラブ（バドミントン） サマンサ（バドミントン）
福岡大学医学バスケットボール愛好会
フォローアップ教室
どんぐりテニスクラブ
堤バドミントンクラブ
サザントール★kego（体・ダ） 福岡大学医学部バスケットボール愛好会
火曜会（バドミントン）
Libertas（バスケ）
らくらくテニスクラブ
どんぐりテニスクラブ
サンサンスポーツ教室 TORIKAI M.B.B.C（バスケ） FAB CATS（バスケ）
長沢裕美子バトンスタジオ
城南新生（ソフトバレー） わかばクラブ（バドミントン）
Success（バスケ）
城南区レディースバドミントン連盟

平成３０年度第３２回市民総合スポーツ大会第23回福岡市総合バスケットボール選手権大会

個人利用

ニコニコ健康アップ教室
どんぐりテニスクラブ 睦クラブ（バウンドテニス） 福岡大学医学部バスケットボール愛好会
SAKURA（バレー）
福岡大学医学部バスケットボール愛好会
日夜会（テニス）
イレブンテニスクラブ
DX カバコ（バスケ）
七隈クラブ（バウンドテニス）
ユー・ユーバド
水
個人利用
水曜会（バドミントン）
サマンサ（バドミントン）
フォローアップ教室
テニス同好会（ETC)
堤バドミントンクラブ
木
福岡大学医学部バスケットボール愛好会
火曜会（バドミントン）
どんぐりテニスクラブ
Arch（バスケ）
ふりーだむ。（バスケ）
わかばクラブ（バドミントン） 沖学園ゴルフ部 後援会 加藤R.Gクラブ（体・ダ）
FURI☆SPO（バレー）
金
城南新生（ソフトバレー） BT愛好会（バウンドテニス） サンサンスポーツ教室

16

土

17

日

18

月

19

火

20

水

21

木

22

午後１（12：00～15：00）
サンクラブ（バウンドテニス）
わかばクラブ（バドミントン）

平成３１年１月３１日現在
夜間２（20：00～22：00）

日

モンスターバッシュバスケットボール大会
城南区スポーツフェスタ２０１８

個人利用
個人利用

定 期 点 検 日
ニコニコ健康アップ教室
城南新生（ソフトバレー）

テニス同好会（ETC）

らくらくテニスクラブ
イレブンテニスクラブ
スポミックス
サマンサ（バドミントン）

ファーストクラブ（バドミントン） BT愛好会（バウンドテニス）

Libertas（バスケ）
ティンカーベル（体・ダ）

福岡大学医学部バスケットボール愛好会

個人利用

城南クラブ（バドミントン）
フォローアップ教室
6tkd-Turtl（バスケ）
チロルズ（バレー）
どんぐりテニスクラブ
Success（バスケ）
Libertas（バスケ）
どんぐりテニスクラブ わかばクラブ（バドミントン） サンサンスポーツ教室 加藤R.Gクラブ（体・ダ） STRUCTURES（バスケ）
金
TORIKAI M.B.B.C（バスケ）
城南新生（ソフトバレー） サンクラブ（バウンドテニス）
CHAOZ(バスケ)

23

土

第２４回城南区ママさんバレーボール大会

個人利用

24

日

第３３回城南区長杯バドミントン親善大会

個人利用

25

月

26

火

27
28

テニス愛好会（ETC）

睦クラブ（バウンドテニス）

個人利用

城南区レディースバドミントン連盟 一木三（ビーチボールバレー）

ニコニコ健康アップ教室
あさひの会（テニス）

どんぐりテニスクラブ
堤バドミントンクラブ
ファーストクラブ（バドミントン） サマンサ（バドミントン）
水
BT愛好会（バウンドテニス）
ユー・ユーバド
ラリーズ（バレー）
城南クラブ（バドミントン）
木
城南新生（ソフトバレー）
どんぐりテニスクラブ

スポミックス
Arch（バスケ）

J プラクティス（バスケ）
Success（バスケ）

Libertas（バスケ）
DX カバコ（バスケ）

個人利用
VERSUS（バスケ）
堤バドミントンクラブ

フォローアップ教室
J プラクティス（バスケ）
DX カバコ（バスケ）

平成３１年 ３月 城南体育館 （競技場） 利用予定表
※大会開催日は、駐車場が大変混雑します。公共交通機関のご利用をお願いします。
※変更の可能性があります。最新の行事予定については城南体育館にお問い合わせください。(TEL 851-0303)
平成３１年２月１日現在
日

曜

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

どんぐりテニスクラブ
ユー・ユーバド

城南クラブ（バウンドテニス）

サンスポーツ教室
6tkd-Turtl（バスケ）

バトンプレイス

DOLPHINS（バスケ）
FURI☆SPO（バレー）

2

土

3

日

4

月

5

火

6
7
8

わかばクラブ（バドミントン）

ゴールデンハーツバトンチーム

キッズチャレンジクラブドッジボール大会

個人利用

平成３０年度第３２回市民総合スポーツ大会フォークダンス大会
ユー・ユーバド

一木三（ビーチボールバレー）

城南区レディースバドミントン連盟

BT愛好会（バウンドテニス）

個人利用
個人利用

福岡大学医学部バドミントン愛好会
ニコニコ健康アップ教室 城南新生（ソフトバレー）
スポミックス
ふりーだむ。（バスケ）
ティンカーベル（体・ダ）
テニス愛好会（テニスメイト） 睦クラブ（バウンドテニス）
堤バドミントンクラブ
城南クラブ（バウンドテニス）
ユー・ユーバド
水
個人利用
ファーストクラブ（バドミントン） サマンサ（バドミントン）
フォローアップ教室
テニス同好会（ETC）
堤バドミントンクラブ
J プラクティス（バスケ）
木
KANATAKEジュニア（体・ダ）
城南クラブ（バドミントン） 城南クラブ（バドミントン） 金武ゴールデンブレイブリーズ
テニス同好会（ETC）
どんぐりテニスクラブ 入部 BLUE WINGS（バスケ） TORIKAI M.B.B.C（バスケ） FAB CATS（バスケ）
金
城南愛球会（バドミントン） わかばクラブ（バドミントン ケントススポーツ教室
CHAOZ（バスケ）
STRUCTURES（バスケ）

個人利用

9

土

10

日

11

月

12

火

13

水

14

木

15

金

16

土

17

日

18

月

19

火

20

水

21

木

22

金

23

土

モンスターバッシュバスケットボール大会

個人利用

24

日

第１２回福博ファミリーバドミントン博多区大会

個人利用

25

月

26

火

27

水

28

木

29

金

30

土

31

日

福岡ミックスバレーボールリーグ春季大会
睦クラブ（バウンドテニス）
テニスフレンド
城南新生（バドミントン）
ニコニコ健康アップ教室
どんぐりテニスクラブ
イレブンテニスクラブ
テニス愛好会（テニスメイト）
堤バドミントンクラブ
スポミックス
城南クラブ（バウンドテニス）
ユー・ユーバド
水曜会（バドミントン）
ファニィクラブ（テニス）
福岡ファイヤーバード（体・ダ）
どんぐりテニスクラブ
堤バドミントンクラブ
城南クラブ（バドミントン） 火曜会（バドミントン）
J プラクティス（バスケ）
フレンズ（バウンドテニス） 城南クラブ（バウンドテニス） 福岡ファイヤーバードバトンチーム
わかばクラブ（バドミントン） 城南新生（バドミントン）
ケントススポーツ教室

個人利用

城南区レディースバドミントン連盟

個人利用

個人利用
福岡大学医学部バスケットボール愛好会
福岡大学医学部バスケットボール愛好会

高澤クラブ（バレー）
チームS.H.R（バスケ）

個人利用
フォローアップ教室
ベルバトンクラブ
福岡大学バドミントン愛好会
FBジュニアバトンチーム

コスモ新体操クラブ発表会

個人利用

第１３３回レク＆スポーツ女子バレーボール大会

個人利用

定 期 点 検 日
ニコニコ健康アップ教室
どんぐりテニスクラブ
イレブンテニスクラブ
インドアテニスクラブ 一木三（ビーチボールバレー） 睦クラブ（バウンドテニス）

ベルバトンクラブ
Libertas（バスケ）
FBC（バスケ）

自主グループ交流会

個人利用

福岡グラスバスケットボールリーグ
どんぐりテニスクラブ
城南新生（バドミントン） わかばクラブ（バドミントン）

F. COMPANY （バドミントン）

Success（バスケ）
サンスポーツ教室

テニス同好会（ETC） 一木三（ビーチボールバレー）
城南新生（バドミントン）
Emily RG（体・ダ）
ニコニコ健康アップ教室
どんぐりテニスクラブ
インドアテニスクラブ
イレブンテニスクラブ
Arch（バスケ）
テニス同好会（ETC）
サマンサ（バドミントン）
サンクラブ（バウンドテニス）
ユー・ユーバド
福岡大学医学部バレーボール愛好会
mixi バスケット
堤バドミントンクラブ
火曜会（バドミントン）
ラリーズ（バレー）
バトンプレイス
わかばクラブ（バドミントン） 福岡女学院中高バトン部
らくらくテニスクラブ
城南新生（バドミントン）
どんぐりテニスクラブ 福岡女学院中高バトン部

個人利用
福岡大学医学部医学科女子バドミントン部
KHバスケ

TORIKAI M.B.B.C（バスケ）

個人利用
福岡大学医学部バレーボール愛好会

CHAOZ（バスケ）

FAB CATS（バスケ）
ふりーだむ。（バスケ）

個人利用
フォローアップ教室
Libertas（バスケ）
福岡大学医学部バドミントン愛好会 STRUCTURES（バスケ）
福岡大学医学部医学科女子バドミントン部
ローマンべ（バスケ）
福岡大学医学部バレーボール愛好会

ミニバスケットボール第１７回どんたくカップ 予選
ミニバスケットボール第１７回どんたくカップ 決勝・交歓

個人利用

