
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）

ジャスミン（バド）
坂井クラブ（ソフト） 大池ジュニア（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）
オレンジ（ソフト）
リュクス（バド） フィフティーン・ラブ（バド）

ラグゼ（バド） 南ローズ（バド） ＷＬＢ（バド）
ラグゼ（バド） 平尾バドミントンクラブ（バド） ベトナムクラブ（バド）

南クイーンズ（バド） ＭＡＲＫＳ（バド）

ビギンズ（インディアカ） ケントスアカデミーＡ
ＢＵＤＤＹ（ソフト） アザレア（バド）

坂井クラブ（ソフト）

ラリーズ（ソフト） ＩＰクラブ（バド）
J・ひまわり（バド） ニコニコペース（ソフト） 大池ジュニア（バド）

ハッピーズクラブ（バド）
乙女会（バド）

ラグゼ（バド） Ｓｅｓａｋ.Ｊｒ（バド）
ラグゼ（バド） ジャスミン（バド）
リュクス（バド） シャトル南（バド） フィフティーン・ラブ（バド）

シャトル南（バド） Ｓｅｓａｋ.Ｊｒ（バド）
バイオレット南（バド） FSHPC（バド）

ＳＴＡＲ（バド） トマトスライス（バド）
スリーエス（バド）

ハッピーズクラブ（バド）
坂井クラブ（ソフト）
オレンジ（ソフト）
リュクス（バド） 南ローズ（バド）
リュクス（バド） 南ローズ（バド） ＷＬＢ（バド） SPLASH（バド）
リュクス（バド） 南ローズ（バド） 福岡第一高校（バド） ベトナムクラブ（バド） ガット（バド）

ビギンズ（インディアカ）

平尾バドミントンクラブ（バド）
ＢＵＤＤＹ（ソフト） ケントスアカデミーＡ ＳＴＡＲ（バド）

レインボー（ソフト） 大池ジュニア（バド）
大池ジュニア（バド）

ＳＴＡＲ（バド）
J・ひまわり（バド） 乙女会（バド） 福岡第一高校（バド） ベトナムクラブ（バド）
ラリーズ（ソフト） ニコニコペース（ソフト） 大池ジュニア（バド）

博多ドライバーズ（バド） ぷーな（バレー）
ハルハル（バド）

ラケッタ（バド） シャトル南（バド）
シャトル南（バド）

ラグゼ（バド） バイオレット南（バド） 安全第一（バド）
ラグゼ（バド） Ｓｅｓａｋ.Ｊｒ（バド）
リュクス（バド） バイオレット南（バド） Ｓｅｓａｋ.Ｊｒ（バド）

ＳＴＡＲ（バド）

トマトスライス（バド） 福岡soed隊 ガット（バド）
ＭＡＲＫＳ（バド）

★最新状況はお電話にてご確認下さい。　

第３７回グリーンカレッジ体操・新体操演技発表会

mixi　バスケット（バスケ）
ＦＣＣ　クラブ（バド）

２ ０ ２ １ 年 ３ 月 南 体 育 館 行 事 予 定 表
競　　　　　技　　　　　場

1 月

2 火

Ｊ・ひまわり（バド）
ＦＣＣ　クラブ（バド）

鶴男（バスケ）

3 水

4 木

アンビシャス（バド）

5 金

6

月

7

火

8

土

日

9

10 水

11 木

ＦＣＣ　クラブ（バド）

ケントスアカデミーＡ同窓会バレー（バレー）

筑紫ヶ丘高校２－９（バレー） キッズチアリーディング

12 金

13 土

14 日

15 月

★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）

純真高校男子バスケ
（バスケ）

むさらきの会（ソフト）

ＦＣＣ　クラブ（バド）
福岡Ａ・Ａクラブ（バド）

ドロップス（バレー）
ＦＣＣ　クラブ（バド）

福岡南キッズチア

西花畑バトンクラブ

キッズチアリーディング

ＳＴＡＲ（バド）
大池ジュニア（バド）

ＩＰクラブ（バド）
ＩＰクラブ（バド）

フィフティーン・ラブ（バド）

ジャスミン（バド）

ライムライト２０２号（バレー）

Rusty-s（バレー）

BLADES（バスケ）

ＳＴＡＲ（バド）

ビーチボール（バレー）

エクシーズ（バスケ）
PALPUNTE（バスケ）

ＳＴＡＲ（バド）

定期点検日

ジャスミン（バド）

Charanporaｎ（バスケ）

第３７回グリーンカレッジ・新体操
演技発表会

weave（バスケ）

Ｒｏｏｍ（フットサル）

ＦＣＣ　クラブ（バド）

福岡Ａ・Ａクラブ（バド）

フィフティーン・ラブ（バド）

Charanporaｎ（バスケ）

１年２組（バレー）

ＳＴＡＲ（バド）

Charanporaｎ（バスケ）



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）

アデージョ（ソフト） 南ローズ（バド）
リュクス（バド） 南ローズ（バド） ベトナムクラブ（バド） ぷーな（バド）
リュクス（バド） 南ローズ（バド）
リュクス（バド） ハマチ（バド） 福岡第一高校（バド）

ＢＵＤＤＹ（ソフト） ビギンズ（インディアカ）
レインボー（ソフト） 平尾バドミントンクラブ（バド） ツモールクラブ（バド）

マンチーズ（バレー） ケントスアカデミーＡ
クラブＮ．Ｄ．Ｃ（バド） FSHPC（バド）

ＥＰＯＣＨ　ｓｙｓｔｅｍ（バ ガット（バド）
ラリーズ（ソフト） ハッピーズクラブ（バド） ぷーな（バド）

レインボー（ソフト） ニコニコペース（ソフト）
大池ジュニア（バド）

乙女会（バド） 星槎国際高等学校（バド） ＩＰクラブ（バド）

リュクス（バド）
リュクス（バド）
ラグゼ（バド） バイオレット南（バド）
ラッケタ（バド） バイオレット南（バド）

バイオレット南（バド）

さかな（バド）
さかな（バド）
ガット（バド）

ｔ２１ｈｉ（バド） ＳＴＡＲ（バド）
ｔ２１ｈｉ（バド） ＳＴＡＲ（バド）

フェローズ（バド）
坂井クラブ（ソフト） ハッピーズクラブ（バド）
オレンジ（ソフト） スリーエス（バド）
ひまわり（ソフト）

アデージョ（ソフト） ＩＰクラブ（バド） トマトスライス（バド）
南ローズ（バド） ＷＬＢ（バド） SPLASH（バド）

ベトナムクラブ（バド） ガット（バド）
南ローズ（バド） 南クイーンズ（バド）

福岡第一高校（バド） ビギンズ（インディアカ） ＳＰＬＡＳＨ（バド） ベトナムクラブ（バド）

平尾バドミントンクラブ（バド） FSHPC（バド）
坂井クラブ（ソフト） ケントスアカデミーＡ
ＢＵＤＤＹ（ソフト） 城南バドミントン（バド）

スマッシュクラブ（バド）

ガット（バド）
トマトスライス（バド）

ハルハル（バド）
ＭＡＲＫＳ（バド）

オレンジ（ソフト）
坂井クラブ（ソフト）
フェローズ（バド） スリーエス（バド）
ひまわり（ソフト）

ビギンズ（インディアカ） 南クイーンズ（バド） 大池ジュニア（バド）
リュクス（バド） 平尾バドミントンクラブ（バド） 大池ジュニア（バド）
ラグゼ（バド） 南ローズ（バド） 大池ジュニア（バド）
ラグゼ（バド） 南ローズ（バド） ベトナムクラブ（バド） ぷーな（バド）

トマトスライス（バド）
ガット（バド）

ハルハル（バド）
ＢＵＤＤＹ（ソフト）

レインボー（ソフト）
※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。　 ３月21日　現在

わかばれー（バレー）
福岡南キッズチア（ダ） 枝豆（バスケ）

佐藤クラブ（バド）

ＳＴＡＲ（バド）

安全第一（バド）

ＦＣＣ　クラブ（バド）

しゅんだい（バレー）

第１４３回レク＆スポーツ女子バレーボール
大会

Rusty-s（バレー）

ヴィクトワール（バレー）

スピードマスター（バスケ）

わかばれー（バレー）

福岡第一高校（バド）

スマイルＢＴ（バウンドテニス）

ＳＰＬＡＳＨ（バド）

令和２年度　春季高校スポーツ充実強化事業ハンドボール競技

令和２年度　春季高校スポーツ充実強化事業ハンドボール競技

令和２年度　春季高校スポーツ充実強化事業ハンドボール競技

令和２年度南区菜の花インディアカ大会
colors（バスケ）

ＫＨバスケ（バスケ）

ＳＴＡＲ（バド）
ＳＴＡＲ（バド）

ぷーな（バド）

佐藤クラブ（バド）

ＰＥＣＯ（バスケ）

福岡Ａ・Ａクラブ（バド）

わかばれー（バレー）

しゅんだい（バレー）

ＳＴＲＵＣＴＵＲＥＳ（バス
ケ）

福籠（バスケ）

ＦＡＤＳ（バスケ）

アンビシャス（バド）

キッズチアリーディング

春吉（バレー）
関クラブ（バド）

２ ０ ２ １ 年 ３ 月 南 体 育 館 行 事 予 定 表
競　　　　　技　　　　　場

16 火
瀧クラブ（バスケ）

ジャスミン（バド）

佐藤クラブ（バド）

17 水

18 木

19 金

20 土

21 日

22 月

23 火

24 水

25 木

26 金

27 土

28 日

Ｔｅｌｌ092-552-0301

29 月

30 火

31 水

ＳＨＯＯＴＥＲＳ
（スポンジテニス）

ＳＴＡＲ（バド）

ぷーな（バド）

ＳＰＬＡＳＨ（バド）

ＦＣＣ　クラブ（バド）

ケントスアカデミー
ぷーな（バド）

とびうめジュニア男子（ハンド）
ＷＬＵＣＫＳ（バスケ）

ＳＨＯＯＴＥＲＳ（バスケ） Ｈ２Ｏ（バスケ）

ぷーな（バド）

南ローズ（バド）

ハルハル（バスケ）

福岡南キッズチア

春吉（バレー）

Ｔｒｉｂａｌ　ＨＣ（ハンド）

福岡Ａ・Ａクラブ（バド）
ＦＣＣ　クラブ（バド）

Ｊ－バスケ(バスケ )


