
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）

大池ジュニア WLB（バド）
大池ジュニア WLB（バド） ガット（バド）
大池ジュニア

ひまわり（ソフト）

リュクス（バド）
ビギンズ（インディアカ） 南クイーンズ（バド）

リュクス（バド） 南ローズ（バド）
平尾バドミントンクラブ 南クイーンズ（バド） 星槎国際高等学校 べトナム　クラブ（バド） トマトスライス（バド）

ワン・フィフティーン（バ
ド）

スリーエス（バド） ワン・フィフティーン（バ
サンサンスポーツ

フレッシュ南（ソフト）
Cheers（バド）

ラリーズ（バド） ニコニコペース（ソフト） べトナム　クラブ（バド） ガット（バド）
レインボー（ソフト） IPクラブ（バド） ガット（バド）

アデージョ（ソフト）
乙女会（バド） バドブー

シャトル南（バド） バイオレット南（バド）
シャトル南（バド） バイオレット南（バド）
ラケッタ（バド） シャトル南（バド）

シャトル南（バド） トマトスライス（バド）

アデージョ（ソフト） ビギンズ（インディアカ） ベトナムクラブ（バド）
ＦＳＨＰＣ（バド） ガット（バド）

安全第一（バド）
EPOCH　system（バド）

ＮＯＭＡＸ（バド）

平尾バドミントンクラブ フレッシュ南（ソフト）

★最新状況はお電話にてご確認下さい。　 １月25日現在

★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）
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南区病院事務長会バレーボール大会 個人利用

個人利用

福岡プロバスケットバールクラブ株式会社

ロボちゃん（バド）

11

水

14 火

スマイルBT

福岡ミックスバレーボールリーグ開幕大会 個人利用

第１４０回レク＆スポーツ女子バレーボール大会

フォローアップ

佐藤クラブ（バド）ロボちゃん（バド）

福岡A・Aクラブ（バド）

個人利用

高原クラブ（バド）

フォローアップ

バドミントンサークル　ジャスミン

福岡A・Aクラブ（バド）

福岡プロバスケットボールクラブ株式会社

サンサンスポーツ
Gromits（バスケ）

ロボちゃん（バド）
STAR（バド）

キッズフットサル balance（バスケ）

IPクラブ（バド）

高原クラブ（バド）

個人利用
キッズチアリーディング

SPLASH（バド）

個人利用

回転レシーブ（バレー）
SLIME　DUNK（バスケ）福岡A・Aクラブ（バド）

南区剣道連盟稽古初
福岡一信館

新春剣道大会
個人利用

西日本スポーツクラシック 大池ジュニア
大池ジュニア

ハルハル（バド）

バドミントンサークル　ジャスミン
KSP（バド）



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）

レインボー（ソフト） 乙女会（バド）
ラリーズ（バド） 博多ドライバーズ（バド）

フェローズ（バド） ハルハル（バド）
アデージョ（ソフト） ニコニコペース（ソフト）

リュクス（バド） ぷーな（バド）
リュクス（バド） シャトル南（バド） ガット（バド）
リュクス（バド） バイオレット南（バド） スポーツしよか（バド）

ラケッタ（バド） シャトル南（バド） トマトスライス（バド）

平尾バドミントンクラブ べトナム　クラブ（バド） ベトナムクラブ（バド）
ビギンズ（インディアカ）

南ローズ（バド） ＦＳＨＰＣ（バド） ハルハル（バド）
リュクス（バド） 南ローズ（バド） バズ（バド）

フレッシュ南（ソフト） サンサンスポーツ 福岡speｄ隊（バド）
レインボー（ソフト） サンサンスポーツ

ラリーズ（バド） ニコニコペース（ソフト） STAR（バド） ぷーな（バド）
ハッピーズクラブ（バド） べトナム　クラブ（バド） バドブー（バド）

乙女会（バド） 安全第一（バド） 福神バドミントン
アデージョ（ソフト） HAC（バド）

シャトル南（バド） ガット（バド）
ラグゼ（バド） シャトル南（バド） トマトスライス（バド）
ラグゼ（バド） バイオレット南（バド） ぷーな（バド）

シャトル南 ＣＫＧ（バド）

レインボー（ソフト） 大池ジュニア
ひまわり（ソフト） ハッピーズクラブ WLB（バド）

坂井クラブ（ソフト） WLB（バド）
アデージョ（ソフト）
フェローズ（バド） 大池ジュニア Cheers（バド）
リュクス（バド） NPO法人ギフテッド
リュクス（バド） 南クイーンズ（バド） ベトナムクラブ（バド）
リュクス（バド） ビギンズ（インディアカ） 福岡第一高校

安全第一（バド） ぷーな（バド）

Cheers（バド）
サンサンスポーツ 福岡HASクラブ（バド）

トマトスライス（バド）
坂井クラブ（ソフト） サンサンスポーツ ウロミントン（バド）

平尾バドミントンクラブ クラブ　N.D.C（バド） ツモールクラブ（バド） ぷーな（バド）
Ｊ・Ｊ（バド） アデージョ（ソフト）

ラリーズ（バド） 乙女会（バド）
博多ドライバーズ（バド）
ニコニコペース（ソフト） 福岡第一高校 ＦＳＨＰＣ（バド） KFC（バド）

MARKS(バド )
リュクス（バド） シャトル南（バド） 佐藤クラブ（バド）
リュクス（バド） バイオレット南（バド） ぷーな（バド）
リュクス（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。　 １月25日現在

個人利用

フォローアップ

ロボちゃん（バド）

春吉ジュニア（ハンド）

31 金

30 木

個人利用

IPクラブ（バド）
大池ジュニア

AH-BBC（バスケ）

大池ジュニア

キッズフットサル

24

26

バドミントンサークル　ジャスミン

ロボちゃん（バド）

福岡Ａ・Ａクラブ（バド）

大池ジュニア

第３３回市民総合スポーツ大
会第３２回福岡ふうせんバ
レーボール大会　前日準備

キッズフットサル

関クラブ（バド）

スマイルBT

個人利用

フィフティーン・ラブ（バド）

福岡シュタイナー学園(バスケ)

ロボちゃん（バド）

個人利用

フォローアップ

21

17

木

19

月

23

水22

18

20
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第４０回福岡県ママさん親善バレーボール大会（市予
選）

日

29 水

土

27

28 火

25

個人利用

福岡県小学生バレーボール教室 個人利用

佐藤クラブ（バド）ロボちゃん（バド）

競　　　　　技　　　　　場

第３２回南区ママさんバレーボール連盟年齢別大会

個人利用

キッズフットサル

SPLASH（バド）

D．B．C（バスケ） ふりーだむ。（バスケ）

２ ０ ２ ０ 年 １ 月 南 体 育 館 行 事 予 定 表

16

定期点検日

第３３回市民総合スポーツ大会第３２回福岡ふうせん
バレーボール大会

個人利用

Blue Sky（バスケ）
Rusty-s（バレー）

キッズチアリーディング

福岡プロバスケットボールクラブ株式会社

福岡シュタイナー学園

海星女子高等学校（バスケ）

海星女子高等学校（バスケ）

キッズチアリーディング

海星女子高等学校（バスケ）

Ｆ.Ｂバスケッツ

Radiations（バスケ）


