
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）

平尾バドミントン EPOCH　ｓyste(バド)
STAR(バド)

大橋ビューティー(バド)
坂井クラブ(ソフトバレー) FSHPC(バド)

ケントスC
ラリーズ(ソフトバレー) ビギンズ(インディアカ)

レインボー(ソフトバレー) ハッピーズクラブ(バド)
ニコニコペース(ソフトバレー) ベトナムクラブ(バド) ハルハル(バド)

乙女会(バド)

Ａ・Aクラブ(バド) BUDDY(ソフトバレー)
シャトル南(バド)

ラケッタ(バド)
ラクゼ(バド) トマトスライス(バド)

バイオレット南(バド) FPTJapan(バド)

オレンジ(ソフトバレー) スリーエス(バド)
フェローズ(バド) 博多ドライバーズ(バド)

ひまわり(ソフトバレー) Cheers(バド)
坂井クラブ(ソフトバレー) 創志学園(バド)
アデージョ(ソフトバレー)

大橋ビューティー(バド) ハルハル(バド)
Ａ・Aクラブ(バド)
平尾バドミントン 油山シャトル(バド) トマトスライス(バド)

キャットズ(バド)
リュクス(バド) 創志学園(バド) FPTJapan(バド)

ビギンズ(インディアカ) EPOCH　ｓyste(バド) ガット(バド)

ぷーな(バド)
ケントスC フラワー(バド)

坂井クラブ(ソフトバレー)
乙女会(バド)

アデージョ(ソフトバレー) ハッピーズクラブ(バド)
レインボー(ソフトバレー) ニコニコペース(ソフトバレー)

安全第一(バド)
Ａ・Aクラブ(バド) 創志学園(バド)

バイオレット南(バド)

博多ドライバーズ(バド)
レインボー(ソフトバレー) スリーエス(バド)

フェローズ(バド)

リュクス(バド)
Ａ・Aクラブ(バド)

南ローズ(バド) ベトナムクラブ(バド) ガット(バド)
キャットズ(バド) 油山シャトル(バド) ぷーな(バド)

ラクゼ(バド) 南クイーンズ(バド) トマトスライス(バド)
レインボー(ソフトバレー) 平尾バドミントン 九州自動車リースクラブ(バド)

大橋ビューティー(バド)
安全第一(バド)

ケントスC

２ ０ ２ ３ 年 2 月 南 体 育 館 行 事 予 定 表
競　　　　　技　　　　　場

1 水

2 木

キッズチア

TGダンス

福岡ｓped(バド)

大池ジュニア(バド)

3 金

4 土

5 日

6 月

7 火

8 水

9 木

10 金

11 土

12 日

13 月

15 水

14 火

ケントスA

福大なんでもサークル(バス
ケ)

Feliz(バスケ)

O八ホルモン(バレー)

IPクラブ(バド)

リュクス(バド)

バイオレット南(バド)

FCC(バド)

フィフティーン・ラブ(バド)
ジャスミン(バド)

指導者講習会 FADSスポーツ大会

STAR6CUP　バレーボール
colors(バスケ)

とびうめジュニア(ハンド)

PALPUNTE(バスケ)

B.B.S(バスケ)

FCC(バド)

とびうめジュニア(ハン
ド)

ぷーな(バド)

IPクラブ(バド)

スマイルBT(バウンドテニス)

NPO法人(バド)
南ローズ(バド)

ベトナムクラブ(バド)

フィフティーン・ラブ(バド)

ケントスB

ぷーな(バド)

SPLASH(バド)

キッズチア

ウチダ 瀧クラブ(バスケ)

オルターナ(バスケ)

スマイルBT(バウンドテニス)

星槎国際(バド)

スピカ(バド)

福大なんでもサークル(バスケ)

ジャスミン(バド)
フィフティーン・ラブ(バド)

NBC(バスケ)

個　人　利　用

南区子ども会親善ソフトバレーボール大会
PECO(バスケ)

ぷーな(バド) オルターナ(バスケ)

杉本サッカークラブ NBC(バスケ)

IPクラブ(バド)
大池ジュニア(バド)FCC(バド)

PRISM(バスケ)

リュクス(バド)

南ローズ(バド)

佐藤クラブ(バド)
SPLASH(バド)

ケントスA

テニス同好会

FCC(バド)

ハルハル(バスケ)

charanporan(バスケ)

★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）



日 曜 午前（９：００～１３：００） 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(ソフトバレー) ハッピーズクラブ(バド)
ラリーズ(ソフトバレー) 乙女会(バド)

J・ひまわり(バド) ビギンズ(インディアカ)
アデージョ(ソフトバレー) ニコニコペース(ソフトバレー) MARKS(バド)

ぷーな(バド)
Ａ・Aクラブ(バド) ハルハル(バド)

ラクゼ(バド) シャトル南(バド) WLB(バド) ガット(バド)

ラケッタ(バド)

ベトナムクラブ(バド)
大橋ビューティー(バド)

油山シャトル(バド) ハルハル(バド)
サザンクロス(バド) 南クイーンズ(バド)

リュクス(バド)
ビギンズ(インディアカ)

レインボー(ソフトバレー)
平尾バドミントン

トマトスライス(バド)
ガット(バド)

バイオレット南(バド) エヌジーオー(バレー) ハルハル(バド)
Ａ・Aクラブ(バド) BUDDY(ソフトバレー)

ぷーな(バド)
tamachan(ソフトバレー)

フェローズ(バド) ハッピーズクラブ(バド)
ひまわり(ソフトバレー) スリーエス(バド)

坂井クラブ(ソフトバレー)
オレンジ(ソフトバレー) 大池ジュニア(バド) トマトスライス(バド)

WLB(バド) ハルハル(バド)
ネオ・ビー(バド) 大橋ビューティー(バド) ガット(バド)

油山シャトル(バド) ぷーな(バド)
平尾バドミントン

アデージョ(ソフトバレー)
※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。　

競　　　　　技　　　　　場

16 木

17 金
バイオレット南(バド)

FCC(バド)

保福クラブ(バド)

18 土

19 日

20 月

21 火

22 水

23 木

24 金

25 土

26 日

27 月

28 火

Ｔｅｌｌ092-552-0301

休　館　日

キッズチア

福大なんでもサークル(バス
ケ)

純真バスケ

オルターナ(バスケ)

２　　０　　２　　３ 　年　　　２　　月　　南　　体　　育　　館　　行　　事　　予　　定　　表

関クラブ(バド)
ジャスミン(バド)

令和4年度高校スポーツ充実強化事業　ハンドボール競技V期

令和4年度南区親善インディアカ大会
ユナイト(バスケ) WLUCKS(バスケ)

AGILITY(バスケ)

リュクス(バド)

ぷーな(バド)

スマイルBT(バウンドテニス)
Ａ・Aクラブ(バド)

福大なんでもサークル(バスケ)

南ローズ(バド)
福岡ｓped隊(バド)

佐藤クラブ(バド)
KSP(バド)

星槎国際(バド)

TGダンス

STAR(バド)

関クラブ(バド)

FCC(バド)

ケントスA
D,B,C(バスケ) charanporan(バスケ)

STAR(バド)
kankanくらぶ(バド)

小中一貫指導バレーボール教室 個人利用

南区ママさんバレーボール連盟設立42周年記念大会
PECO(バスケ)

SPADRISH(バスケ)

令和4年度高校スポーツ充実強化事業　ハンドボール競技V期
福龍(バスケ)

MUGHETTO(バスケ)

ラクゼ(バド)
FCC(バド)

SPLASH(バド)

スピカ(バド)

福大なんでもサークル(バス
ケ)

杉本サッカークラブ NBC(バスケ)

リュクス(バド)

南ローズ(バド)

むらさきの会(ソフトバレー)

フィフティーン・ラブ(バド)
ぷーな(バド)


