
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）

フェローズ（バド） 平和羽球倶楽部
オレンジ（ソフト） Ｂｅ　ＳＰ
ひまわり（ソフト） パリマキトカゲ（バド）

TPKバドミントン
坂井クラブ

リュクス（バド） 南ローズ（バド）
リュクス（バド） 南ローズ（バド）

シャトルキャットズ（バド）
シャトルキャットズ（バド）

サンサンスポーツ
ＢＵＤＤＹ フレッシュ南

ＮＯＭＡＸ（バド） 平和羽球倶楽部（バド）
ＦＳＨＰＣ（バド） ぷーな（バド）

パリマキトカゲ（バド）

福岡sped隊
ハッピーズ（バド） 福岡sped隊

ラケッタ（バド）
ラグゼ（バド） ハイキュウー!!
ラグゼ（バド） ＥＮＪＯＹ　ＳＰＯＲＴＳ
ラグゼ（バド） バイオレット南（バド） ＩＢＣスポーツ（バド） ＥＮＪＯＹ　ＳＰＯＲＴＳ

バイオレット南（バド） 佐藤クラブ（バド） フィフティーン・ラブ（バド）

フェローズ（バド）
オレンジ（ソフト） ハルハル（バスケ）

坂井クラブ（ソフト） 平和羽球倶楽部
ひまわり（ソフト） ハッピーズ（バド） パリマキトカゲ（バド）

スリーエス（バド）
むらさきの会（バド） ツモールクラブ（バド）

レインボー（ソフト）
フレッシュ南（ソフト）
サンサンスポーツ

ニコニコペース ＦＳＨＰＣ（バド）
乙女会（バド） 大池ジュニア

Ｊ・Ｊ（バド） プラム（バド）
博多ドライバーズ（バド）

リュクス（バド）
シャトルキャットズ（バド）
シャトルキャットズ（バド）

リュクス（バド） バイオレット南（バド） ＺＥＲＯ（バド）
リュクス（バド） バイオレット南（バド）

★最新状況はお電話にてご確認下さい。　 ９月２２日現在

個人利用

ハルハル（バスケ）

キッズフィットサル博多ＢＴ

沖学園ゴルフ部　後援会

Ｊ・Ｊ（バド）
ロボちゃん（バド）

バドブー
福岡大学医学部医学科女子バドミントン部

Ｇｒｏｍｉｔｓ（バスケ）

フォローアップ

ロボちゃん（バド）

クッキーズ（バレー）

福岡プロバスケットボールクラブ
飛翼（バレー）

ぷーな（バド）

油山シャトルテニスクラブ

ＭＥＶＩＵＳ（バレー）
キッズチアリーディング

ＩＰクラブ（バド）

スリーエス（バド）

博多ＢＴ ハルハル（バスケ）

ＩＰクラブ（バド）
油山シャトルテニスクラブ

福岡Ａ・Ａクラブ（バド） バドミントンサークル　ジャスミン

福岡Ｂｌａｚｅｒｓ（バレー）

２０１８ミニバスケットボールＩＮＧ決勝 個人利用

平成３０年度第３２回市民総合スポーツ大会ママさんバレーボール大会南区大会 個人利用

個人利用

個人利用

高原クラブ
バドミントンサークル　ジャスミン

佐藤クラブ（バド）

ドロップス

火

日

キッズチアリーディング
ＩＰクラブ（バド）

博多ＢＴ

沖学園ゴルフ部　後援会

介護予防グループ研修会＆交流会
個人利用

個人利用

6

土8

木

7

個人利用

福岡大学医学部医学科女子バドミントン部

水

木13

火4

月10

金

平成３０年度南区夏季インディアカ大会

11

9

平 成 ３ ０ 年 度 ９ 月 南 体 育 館 行 事 予 定 表
競　　　　　技　　　　　場

土

日

1

5

月3

2

金

★ご利用の際は履き替えのシューズ・運動できるジャージ等でご利用ください。(見学者も含む）

クッキーズ（バレー）

MEVIUS(バレー） Ｒｕｓｔｙ－ｓ（バレー）

キッズフットサル ＣＡＰＲＩＳ（バスケ）

ふりーだむ。

バドミントンサークル　ジャスミン
バドミントンサークル　ジャスミン

佐藤クラブ（バド）

ハイキュウー!!（バレー）

福岡プロバスケットボールクラブ
12 水

15

個人利用

フォローアップ

14

土 福岡ＣＵＰ西日本バレーボール大会

博多ＢＴ

中村調理製菓専門学校



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）

スリーエス
レインボー（ソフト）

ＢＵＤＤＹ フレッシュ南

ニコニコペース（ソフト）
乙女会（バド）

ハッピーズ（バド） 福岡sped隊

シャトルキャットズ（バド）
ラケッタ（バド） シャトル南（バド）
ラグゼ（バド） シャトル南（バド）
ラグゼ（バド） ＺＥＲＯ（バド）

バイオレット南（バド） 平和羽球倶楽部

リュクス（バド） 南ローズ（バド）
リュクス（バド） 南ローズ（バド）
リュクス（バド） 福岡大学医学科女子 パリマキトカゲ（バド）

博多のゆかいな仲間達（バド） モアクラブ（バド）

クローバーリーブス（ソフト） ＥＮＪＯＹ　ＳＰＯＲＴＳ
モアクラブ（バド） ハルハル（バスケ）
モアクラブ（バド） 福岡シュタイナー学園 フレッシュ南（バド）

福岡シュタイナー学園 ツモールクラブ（バド） 平和羽球倶楽部

モアクラブ（バド） ニコニコペース（ソフト） ＦＳＨＰＣ（バド）
モアクラブ（バド） 博多ドライバーズ（バド） 大池ジュニア

プラム（バド） 乙女会（バド） 福岡第一高校男子バドミント ベトナムクラブ（バド） パリマキトカゲ（バド）

ラケッタ（バド） バイオレット南（バド）
シャトルキャットズ（バド） バイオレット南（バド）
シャトルキャットズ（バド）
クローバーリーブス（ソフト）
バイオレット南（バド） シャトル南（バド）

※表中の（バレー）＝バレーボール、（バド）＝バドミントン、（ソフト）＝ソフトバレー、（バスケ）＝バスケットボールの略です。

★ご利用の際は履き替えのシューズと運動できるジャージ等の服装でお願いします。（見学者も含む）

★最新状況はお電話にてご確認下さい。　 ９月２２日現在

第３８回福岡市家庭婦人創立記念（クラス別）
バレーボール大会

競　　　　　技　　　　　場

フォローアップ

キッズフットサル

平成３０年度第３２回市民総合スポーツ大会
福岡市ミックスバレーボール大会

火

平成３０年度第３２回市民総合スポーツ大会バドミントン競技　南区大会

ラリーズ

平成３０年度第３２回市民総合スポーツ大会新体操大会

平成３０年度第３３回市民総合スポーツ大会新体操大会30 日

22

27

日

平 成 ３ ０ 年 度 ９ 月 南 体 育 館 行 事 予 定 表

土

木

火

Ｔｅｌｌ092-552-0301

月

水

木

29 土

28 金

クッキーズ（バレー）

26

24

21

23 日

19 水

金

20

25

17

16

個人利用
キッズチアリーディング

大池ジュニア
ＳＰＬＡＳＨ（バド）

18

個人利用

月

ロボちゃん（バド）

ＭＥＶＩＵＳ（バレー）

Ｒｕｓｔｙ－ｓ（バレー）

個人利用

サンサンスポーツ

ロボちゃん（バド）

定期点検日

夜間リーグ

個人利用第130回レク＆スポーツ女子バレーボール大会

フォローアップ

クッキーズ（バレー） サンサンスポーツ

ロボちゃん（バド）

ＩＰクラブ（バド）

南区剣道祭

個人利用

博多ＢＴ

個人利用

バドミントンサークル　ジャスミン
バドミントンサークル　ジャスミン

むらさきの会

フィフティーン・ラブ（バド）
高原クラブ（バド）

福岡大学医学部医学科女子バドミントン部

保守点検
平和羽球倶楽部
佐藤クラブ（バド）

バドブー

油山シャトルテニスクラブ

フィフティーン・ラブ（バド）

個人利用

博多ＢＴ
ハイキュー！！

ＩＰクラブ（バド）


