
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)

福岡在住　片手間バスケ スポミックス
石原プロダクション Ａｒｃｈ Ｌｉｂｅｒｔａｓ

西新レット インターナショナルエアアカデミー 睦クラブ オレンジシューティングスター Ｆｅｌｌｏｗ
ちゃおず ｍｅａｎｉｎｇ

サタデー　バスケ ふりーだむ。

土曜にバスケ スピードマスター

福岡在住　片手間バスケ ちゃおず Ｆｅｌｌｏｗ
株式会社ｃｒｏｓｓ ｆｍ ＦＵＲＩ☆ＳＰＯ

Ｊ　プラクティス ｔｅａｍ　ＤＡＭＤＡＭ

テニス同好会（ＥＴＣ） バトンプレイス ふりーだむ。
フォローアップ教室 L.ｃｌａｎｓ

水曜会 ＶＡＲＩＯＵＳ　２ｎｄ．

ビッキーズ Ｂ－ＡＫＡＳＡＫＡクラブ ＣＢ ロジーナ
火曜会 Ｊ・ＳＴＡＲＳ ｍｅａｎｉｎｇ

イレブンテニスクラブ バトンプレイス ＡＨ－ＢＢＣ
けやきテニスサークル 福岡ファイヤーバードバトンチーム ちゃおず Ｓｙｍｐｈｏｎｙ

mixi　バスケット 福岡医療専門学校バレーボール部

ＣＡＭＰＡＮＥＬＬＡ

けやき スポミックス バトンプレイス ｔｅａｍ　ＤＡＭＤＡＭ

どんぐりテニスクラブ Ｊ　プラクティス ハイキュー！！
フォローアップ教室 西新レット ミッドナイト　エンジェルズ 裁判所バドミントン同好会 ｍｅａｎｉｎｇ
テニス同好会（ＥＴＣ） ＲＭ　バスケットボールクラブ Ｆｅｌｌｏｗ

Ｂ－ＡＫＡＳＡＫＡクラブ キャトルレーヴ ちゃおず ハイキュー！！
Ｊ・ＳＴＡＲＳ ＦＵＲＩ☆ＳＰＯ

イレブンテニスクラブ 芸術文化創造委員会
福岡プロバスケットボール株式会社

サタデー　バスケ

個人利用
L.ｃｌａｎｓ

どんぐりテニスクラブ イレブンテニスクラブ 福岡カレッジ・オブ・ビジネス Ｊ　プラクティス ハイキュー！！
石原プロダクション バトンプレイス Ｌｉｂｅｒｔａｓ

フォローアップ教室 岩田屋クラブ ＣＢ Ｇｒｏｍｉｔｓ
（株）ＨＩＧＨ　ＦＩＥＬＤ 福岡大学医学部バスケットボール愛好会 ハイキュー！！

ビッキーズ Ｂ－ＡＫＡＳＡＫＡクラブ Ａｒｃｈ ハイキュー！！
Ｊ・ＳＴＡＲＳ ＥＮＪＯＹ　ＳＰＯＲＴＳ

西新レット イレブンテニスクラブ 加藤Ｒ．Ｇクラブ ＳＴＲＵＣＴＵＲＥＳ

mixi　バスケット ファニィクラブ 福岡カレッジ・オブ・ビジネス

ティアラ５ 福岡大学医学部バスケットボール愛好会 ａｍｂｉｔｉｏｕｓ

テニス同好会（ＥＴＣ） Ｂ－ＡＫＡＳＡＫＡクラブ スポミックス 裁判所バドミントン同好会 ふりーだむ。
石原プロダクション Ｊ・ＳＴＡＲＳ Ｌｉｂｅｒｔａｓ

フォローアップ教室 西広バスケ Ｃ．Ｃ．Ｈ
西南ＳＰＡＤＲＩＳＨ 笹岡ミニバスケットボール同好会 ハイキュー！！

木 基礎運動の為の三日間講習会

28 月
福岡市役所女子バレーボール部

29 火 個人利用

30 水

31

ＦＢＣ

26 土

27 日 手話ダンスの集い 個人利用

個人利用

23 水

24 木 個人利用

25 金 あーす保育園

21 月 休　館　日
22 火 個人利用

福岡ファイヤーバードバトンチーム

ＦＢＣ

19 土 第１１回福岡県ペアマッチ卓球大会

20 日 中央区バドミントン大会
個人利用

17 木 株式会社麻生キャリアサポート
個人利用

18 金

15 火 個人利用

16 水 福岡プロバスケットボール株式会社

13 日
平成３０年度福岡市中央区剣道連盟

春季昇級審査会
個人利用

14 月 つばさクラブ
福岡大学医学部バレーボール愛好会

11 金

12 土 卓友会卓球大会 個人利用

9 水 イオン九州労働組合 ＳＴＲＵＣＴＵＲＥＳ

10 木 個人利用

7 月 福岡プロバスケットボール株式会社
福岡大学医学部バレーボール愛好会

8 火 マッチポイントだよ
個人利用

5 土 個人利用
子どもの日無料開放 個人利用

6 日 第２６回ジュニア・リズム・バトン・フレンズ大会
個人利用

3 木 福岡市社会人バスケットボール大会（春季リーグ）
さかな

4 金 福岡グラスバスケットボールリーグ

　　　競　　　　技　　　　場

1 火 福岡大学　ＦＵＶＡ
個人利用

2 水 ふりーだむ。

　平成３０年５月　　中央体育館利用予定表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・利用可能です。団体利用は前日１９時までの申込。以降は個人利用の扱いになります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・利用可能です。個人利用ができます。（当日の８時５０分より抽選を行います。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・予約済みのため利用はできません。

※変更の可能性があります。最新の行事予定については中央体育館にお問い合わせください。(TEL７４１-０３０１)

平成３０年　５月１４日現在

個人利用



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)

個人利用

mixi　バスケット Ｂ－ＡＫＡＳＡＫＡクラブ ｍｅａｎｉｎｇ
ファニィクラブ ちゃおず あぶりーつ

スポミックス Ｊ　プラクティス ｔｅａｍ　ＤＡＭＤＡＭ

テニス同好会（ＥＴＣ） バトンプレイス Ｌｉｂｅｒｔａｓ

フォローアップ教室
イオングループ労働組合ソフトバレーボール大会 福岡大学医学部バスケットボール愛好会 ハイキュー！！

Ｂ－ＡＫＡＳＡＫＡクラブ キャトルレーヴ 加藤Ｒ．Ｇクラブ チームＳ．Ｈ．Ｒ

ヘタッピーズ
福岡在住　片手間バスケ マッチポイントだよ
どんぐりテニスクラブ イレブンテニスクラブ

福岡在住　片手間バスケ あぶりーつ
つくば開成福岡高等学校 ＫＨバスケ

イレブンテニスクラブ スポミックス
石原プロダクション 福岡大学医学部バスケットボール愛好会 ＡＮＧＥＬＡ
フォローアップ教室 岩田屋クラブ バトンプレイス ＪＰＬ
ファーストクラブ 裁判所バドミントン同好会 ＶＡＲＩＯＵＳ　２ｎｄ．

Ｂ－ＡＫＡＳＡＫＡクラブ キャトルレーヴ 福岡大学医学部バスケットボール愛好会 ＥＮＪＯＹ　ＳＰＯＲＴＳ

テニス同好会（ＥＴＣ） 加藤Ｒ．Ｇクラブ ＦＵＲＩ☆ＳＰＯ

フレンズ ＡＨ－ＢＢＣ Ｆｅｌｌｏｗ
イレブンテニスクラブ

福岡県庁バドミントン部 ＡＧＩＬＩＴＹ

ＲＨＹＴＨＭ
個人利用

ケントススポーツ教室 オレンジシューティングスター ＡＮＧＥＬＡ
石原プロダクション バトンプレイス ＱＪＢ
フォローアップ教室 睦クラブ
テニス同好会（ＥＴＣ） 裁判所バドミントン同好会 ｍｅａｎｉｎｇ

ビッキーズ Ｂ－ＡＫＡＳＡＫＡクラブ キャトルレーヴ
テニス同好会（ＥＴＣ） Ｊ・ＳＴＡＲＳ ハイキュー！！

カタテマバスケ イレブンテニスクラブ 加藤Ｒ．Ｇクラブ Ｆｅｌｌｏｗ
マッチポイントだよ ミッドナイト　エンジェルズ バトンプレイス Ｕｎｆｉｎｉｓｈｅｄ

mixi　バスケット Ａｒｃｈ ｂａｌａｎｃｅ
福岡医療専門学校バレーボール部 Ｆ．Ｂバスケッツ

どんぐりテニスクラブ スポミックス オレンジシューティングスター ＡＮＧＥＬＡ
石原プロダクション バトンプレイス ハイキュー！！
フォローアップ教室 けやき バトンプレイス Ｇｒｏｍｉｔｓ

福岡プロバスケットボール株式会社 ＴＯＲＩＫＡＩ　Ｍ．Ｂ．Ｂ．Ｃ ＣＡＰＲＩＳ
キャトルレーヴ

Ｊ・ＳＴＡＲＳ ｎｅｘｔ
カタテマバスケ 西新レット 加藤Ｒ．Ｇクラブ あぶりーつ

マッチポイントだよ イレブンテニスクラブ
土曜にバスケ

個人利用

個人利用

個人利用 Ｎ．Ａ．Ｇ

ＦＢＣ

ＦＢＣ

個人利用

30 土

28

ちゃおず

福岡市役所男子バレーボール部

平成３０年度県民大会福岡予選会兼シニア大会

福岡市役所男子バレーボール部

第８回リズミックカラテクオレ空手道選手権大会

個人利用

個人利用

第５３回福岡市長杯市議会議長杯ママさんバレーボール大会 個人利用

木

29 金

26 火

27 水

福岡市役所バドミントン部

24 日

25 月

22 金

23 土

21 木

18 月

19 火

休　館　日
マッチポイントだよ

個人利用

個人利用

20 水

16 土

17 日

福岡県職員全庁球技大会本庁ブロック大会

第２４回中央区ソフトバレーボール大会

14 木

15 金

個人利用

パラダイス

福岡医療専門学校バレーボール部

個人利用

Ａｎｎｕｌｅｔ

個人利用

12 火

13 水

福岡市役所バドミントン部

福岡大学　ＦＵＶＡ

個人利用ユニーク体操プラーナ第４１回大会

イオングループ労働組合ソフトバレーボール大会

10 日

11 月

8 金

9 土

マッチポイントだよ

個人利用

6 水

7 木

4 月

5 火

3 日

基礎運動の為の三日間講習会

中央区卓球大会シングルス戦
ＲＨＹＴＨＭ

ＡＮＡ

平成３０年　５月１４日現在

　　　競　　　　技　　　　場

1 金 基礎運動の為の三日間講習会

2 土

　平成３０年６月　　中央体育館利用予定表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・利用可能です。個人利用ができます。（当日の８時５０分より抽選を行います。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・予約済みのため利用はできません。

※変更の可能性があります。最新の行事予定については中央体育館にお問い合わせください。(TEL７４１-０３０１)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・利用可能です。団体利用は前日１９時までの申込。以降は個人利用の扱いになります。

個人利用


