
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）

STAR（バド） ハルハル（バド）
トマトスライス（バド）

ぷーな（バド）
Ｃｈｅｅｒｓ（バド）
ＳＴＡＲ（バド）

ぷーな（バド）
ぷーな（バド）

ｔａｍａｃｈａｎ（バド）

さかな(バド)
さかな(バド)
さかな(バド)

トマトスライス（バド）
ガット（バド）

レインボー（ソフト） ニコニコペース（ソフト）
乙女会（バド）

博多ドライバーズ（バド） ぷーな（バド）

ぷーな（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） バイオレット南（バド）

オレンジ（ソフト） スリーエス（バド） ＷＬＢ（バド） ハルハル（バド）
フェローズ（バド） 博多ドライバーズ（バド）

坂井クラブ（ソフト） リーハ健康スポーツ部（バド） Ｎｅｘｕｓ（バド）
ひまわり（ソフト）

アデージョ（ソフト）
リュクス（バド） 南クイーンズ（バド）
リュクス（バド） 南クイーンズ（バド）
リュクス（バド） 南クイーンズ（バド）

ＥＰＯＣＨ　ｓｙｓｔｅｍ（バド）

ケントスアカデミーＡ
ＳＴＡＲ（バド）

平尾バドミントン（バド） クラブＮ．Ｄ．Ｃ（バド）
ＢＵＤＤＹ（ソフト）

ハッピーズクラブ（バド） 星槎国際高等学校（バド） 安全第一（バド） ベトナムクラブ（バド）
ニコニコペース（ソフト） 星槎国際高等学校（バド）

レインボー（ソフト） 乙女会（バド）
ビギンズ（インディアカ） トマトスライス（バド）

ぷーな（バド）

バイオレット南（バド）
バイオレット南（バド）

リュクス（バド） バイオレット南（バド） フィフティーン・ラブ（バド）
ラグゼ（バド） Ｎｅｘｕｓ（バド）

★最新状況はお電話にてご確認下さい。　

ぷーな（バド）
ジャスミン（バド）

アップデイツ（バレー）
ＳＴＡＲ（バド）
ＳＴＡＲ（バド）

ｍｉｘｉ　バスケット（バスケ）
福岡Ａ・Ａクラブ（バド）

福籠（バスケ）Ｄ－ＰＯＰ（ダ）

ベトナムクラブ（バド）
フィフティーン・ラブ（バド）

シュタイナー学園（バレー） ケントスアカデミーＡ

ＦＣＣ　クラブ（バド）
ｎｅｘｔ（バスケ）

ＰＥＣＯ（バスケ）

鶴男（バスケ） 大池ジュニア（バド）

ぷーな（バド）
ＩＰクラブ（バド）

福岡Ａ・Ａクラブ（バド）
Ｄ－ＰＯＰ（ダ）

２ ０ ２ 1 年 ５ 月 南 体 育 館 行 事 予 定 表
競　　　　　技　　　　　場

1 土

2 日

とびうめジュニア女子（ハンド）

ＣＣダンス（ダ）

3 月

4 火

5 水

6 木

7 金

8 土

9 日

10 月

11 火

ＡＨ－ＢＢＣ（バスケ）

ｎｅｘｔ（バスケ）

ＰＥＣＯ（バスケ）

12 水

13 木

14 金

15 土

★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）

福岡ＣＵＰ全国バレーボール大会

Ｖ・Ｉ倶楽部（バスケ）

ｗｅａｖｅ（バスケ）

ＣＯＭＲＡＤＥ（バスケ） Ｃｈａｒａｎｐｏｒａｎ（バスケ）

ＳＴＡＲ（バド）
ＳＴＡＲ（バド）

ハルハル（バスケ）
スピードマスター（バス

ケ）

ＮＢＣ（バスケ）

ぷーな（バド）
ＳＴＡＲ（バド）

剣道春季昇級審査会
ふりーだむ。（バスケ）

ＳＴＡＲ（バド）
ＳＴＡＲ（バド）

とびうめジュニア男子（ハンド）

とびうめジュニア男子（ハンド）

ＣＣダンス（ダ）

ＡＨ－ＢＢＣ（バスケ）
Ｃｈａｒａｎｐｏｒａｎ（バスケ）

Ｗｅｇｗｅｉｓｅｒ福岡（ハンド） Ｃｈａｒａｎｐｏｒａｎ（バスケ） ハルハル（バスケ）

とびうめジュニア女子（ハンド） Ｒｅｔｒｕｓ（バスケ）

福籠（バスケ）

小学生バレーボール審判伝達講習会

飯倉ミニバス（バスケ）

とびうめジュニア男子（ハンド）

ＣＯＮＡＮ (バスケ)

福籠（バスケ）

ＩＰクラブ（バド）

スマイルＢＴ（バウンドテニス）
ＦＣＣ　クラブ（バド）

福岡Ａ・Ａクラブ（バド）

ＦＡＤＳ（バスケ） Ｆｌｏｏｒ　Ｓｏｕｎｄ（バスケ）

Ｄ－ＰＯＰ（ダ）



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）

リュクス（バド） ベトナムクラブ（バド）
アデージョ（ソフト） ギフテッド（バド） 火曜会（バド） ＳＴＡＲ（バド）

ラグゼ（バド） 南ローズ（バド） 佐藤クラブ（バド）
リュクス（バド） ビギンズ（インディアカ） ＳＴＡＲ（バド）

南クイーンズ（バド） ぷーな（バド）

クラブＮ．Ｄ．Ｃ（バド）
平尾バドミントン（バド） ＳＴＡＲ（バド） ハルハル（バド）

レインボー（ソフト） ＳＴＡＲ（バド） トマトスライス（バド）
ラリーズ（ソフト） 大池ジュニア（バド）

J・J（バド） ニコニコペース（ソフト） 星槎国際高等学校（バド） 大池ジュニア（バド）
レインボー（ソフト） 乙女会（バド） 星槎国際高等学校（バド）

博多ドライバーズ（バド） HAC（バド）
ぷーな（バド）

ラケッタ（バド） バイオレット南（バド） ぷーな（バド）
バイオレット南（バド） ハルハル（バド）
バイオレット南（バド） Ｎｅｘｕｓ（バド）

ぷーな（バド）
福岡ｓｐｅｄ隊（バド）

坂井クラブ（ソフト） ぷーな（バド） Ｎｅｘｕｓ（バド）
ひまわり（ソフト） スリーエス（バド） トマトスライス（バド）

レインボー（ソフト） ギフテッド（バド） ぷーな（バド）
フェローズ（バド） Ｃｈｅｅｒｓ（バド）
アデージョ（ソフト） 南ローズ（バド）

リュクス（バド） ビギンズ（インディアカ）
リュクス（バド） 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（バド） ケントスアカデミーＡ ＳＴＡＲ（バド）
シュタイナー学園（バド）
シュタイナー学園（バド） クラブＮ．Ｄ．Ｃ（バド）

ＢＵＤＤＹ（ソフト） シュタイナー学園（バド）
坂井クラブ（ソフト） シュタイナー学園（バド）
レインボー（ソフト） ニコニコペース（ソフト） ＩＰクラブ（バド）
ラリーズ（ソフト） 乙女会（バド） 大池ジュニア（バド）

ハッピーズクラブ（バド） ベトナムクラブ（バド）
HAC（バド）

トマトスライス（バド）
シャトル南（バド） Ｎｅｘｕｓ（バド） Ｎｅｘｕｓ（バド）
シャトル南（バド）
シャトル南（バド）

ラケッタ（バド）
リュクス（バド）

さかな（バド）
さかな（バド）
さかな（バド）

ぷーな（バド） さかな（バド）
STAR（バド） STAR（バド）

オレンジ（ソフト） ＩＰクラブ（バド） ＨＡＣ（バド）
ひまわり（ソフト） ハッピーズクラブ（バド）

坂井クラブ（ソフト） スリーエス（バド）
アデージョ（ソフト） 大池ジュニア（バド） ぷーな（バド）

大池ジュニア（バド） Ｃｈｅｅｒｓ（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。　

○○（バスケ）

ＦＣＣ　クラブ（バド）
ＳＴＡＲ（バド）
ＳＴＡＲ（バド）

ケントスアカデミーＢ
SPLASH（バド）

ＡＨ－ＢＢＣ（バスケ） Ｇｒｏｍｉｔｓ（バスケ）

Ｈ２Ｏ（バスケ）

スマイルＢＴ（バウンドテニス） フィフティーン・ラブ（バド）

ＳＴＲＵＣＴＵＲＥＳ（バスケ）

Ｊ・Ｊ（バド）
ＦＣＣ　クラブ（バド）

ジャスミン（バド）

Ｄ－ＰＯＰ（ダ）

ベトナムクラブ（バド）
佐藤クラブ（バド）

佐藤クラブ（バド）
SPLASH（バド）

令和３年度福岡県高等学校体育大会ハンドボール競技選手権大会　開会式・３回戦

令和３年度福岡市インディアカ大会
ＡＨ－ＢＢＣ（バスケ）

ＰＥＣＯ（バスケ）

スピードマスター（バス
ケ）

２ ０ ２ 1 年 ５ 月 南 体 育 館 行 事 予 定 表
競　　　　　技　　　　　場

16 日
第４０回全日本バレーボール小学生福岡地区大

会

Ｒｅｔｒｕｓ(バスケ)

17 月

18 火

19 水

20 木

21 金

22 土

23 日

24 月

25 火

26 水

27 木

28 金

Ｔｅｌｌ092-552-0301

29 土

30 日

31 月

オルタ－ナ（バスケ）
とびうめジュニア女子

（ハンド）
ＰＥＣＯ（バスケ）

ヴィクトワール（バレー）

玉川ジュニア（バレー）

ＰＥＣＯ（バスケ）

Ｈ２Ｏ（バスケ）

定期点検日

福岡Ａ・Ａクラブ（バド）
Ｒａｂｏｎａ（バスケ）

ジャスミン（バド）

ｉｎｖｅｓｔ（バスケ）

シュタイナー学園（バレー） ケントスアカデミーＡ
福岡南キッズチア（ダ） ハルハル（バスケ）

アンビシャス（バド）


