
全面予約済みです。利用はできません。

利用可能です。ただし，今後団体利用申込が全面に入れば利用できません。

＊バスケットは補助競技場のみ利用できます。

※変更の可能性があります。最新の行事予定については市民体育館にお問い合わせください。(TEL 641-9135)

 平成２９年　２月２７日現在

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)

1 水 福岡大学時医学部医学科女子ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部 博多女子中学校ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部
福岡市役所ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部、ﾄﾞﾘｰﾑｷｬｯﾁｬ-
西部ｶﾞｽﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部、DaDaDaﾛｹｯﾂ

福岡市役所ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部、
DaDaDaﾛｹｯﾂ、ｼｬﾗﾗ、ﾄﾞﾘｰﾑｷｬｯﾁｬｰ

2 木 ﾌﾟﾗﾑ つばさｸﾗﾌﾞ、博多女子 ぷーな、SPLASH、
特徴ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部、ゆりの樹 Baton Studio

ｻｶﾞﾝ･ｻﾙ、KSP、
ぷーな

3 金 福岡大学 FUVA、ﾗｹｯﾀ
第一学院高等学校、
福岡大学 FUVA

加藤R･Gｸﾗﾌﾞ、保福ｸﾗﾌﾞ、ﾄﾞﾘｰﾑｷｬｯﾁｬｰ、
F.C.Cﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ、特徴ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部

宇久ｽﾎﾟｰﾂ、保福ｸﾗﾌﾞ、
ﾄﾞﾘｰﾑｷｬｯﾁｬｰ、ﾊﾞﾄﾞﾌﾞｰ

4 土

5 日

6 月 福岡大学医学部ﾌｯﾄｻﾙ 九州大学ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ愛好会
九州大学ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ愛好会、
博多女子中学校ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部

ゆりの樹 Baton Studio、
ﾄﾞﾘｰﾑｷｬｯﾁｬｰ

ﾄﾞﾘｰﾑｷｬｯﾁｬｰ、ｼｬﾗﾗ
SPOT

7 火 福岡ﾘｿﾞｰﾄ＆ｽﾎﾟｰﾂ専門学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部、
ﾈｵ･ﾋﾞｰ

BATON TEAM INFINITY、
福岡県ﾚﾃﾞｨｰｽﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ連盟

BATON TEAM INFINITY
福岡市役所ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部、ｶﾗﾌﾙ、
DaDaDaﾛｹｯﾂ、ﾄﾞﾘｰﾑｷｬｯﾁｬ-

福岡市役所ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部、ｶﾗﾌﾙ、
DaDaDaﾛｹｯﾂ、ﾄﾞﾘｰﾑｷｬｯﾁｬ-

8 水

9 木 福岡大学医学部ﾌｯﾄｻﾙ
福岡大学医学部ﾌｯﾄｻﾙ、
保福ｸﾗﾌﾞ、KSP

ﾊｲｷｭｰ!!、保福ｸﾗﾌﾞ、
宇久ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

10 金

11 土

12 日

13 月 J･J J･J、BATON TEAM INFINITY つばさｸﾗﾌﾞ、博多女子中学校ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部
BATON TEAM INFINITY

ゆりの樹 Baton Studio、
福岡市役所ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部、ぷーな

福岡市役所ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部、
ぷーな、ｼｬﾗﾗ

14 火 福岡大学医学部ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ愛好会 むらさきの会、福岡大学FUVA
むらさきの会、
博多女子高等学校ｿﾌﾄﾃﾆｽ部

亀ちゃんず、DaDaDaﾛｹｯﾂ、
ﾄﾞﾘｰﾑｷｬｯﾁｬｰ

ﾄﾞﾘｰﾑｷｬｯﾁｬｰ、回転ﾚｼｰ部、
宇久ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

15 水 BUDDY、ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ福岡
BUDDY、ｸﾗﾌﾞ 絆、
E･S･Nﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ

博多女子中学校ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部
ﾊﾞﾄﾞﾌﾞｰ、DaDaDaﾛｹｯﾂ、
特徴ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部

ﾊﾞﾄﾞﾌﾞｰ、ﾄﾞﾘｰﾑｷｬｯﾁｬｰ、
ｽﾘｰｱｰﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ

16 木 ﾄﾞﾘｰﾑｷｬｯﾁｬｰ、ぷーな、ｶﾗﾌﾙ
ﾄﾞﾘｰﾑｷｬｯﾁｬｰ、ぷーな、
ｶﾗﾌﾙ

17 金

18 土

19 日 ﾊﾟﾗﾍﾟｶﾞ、ﾁｰﾑふくちゃん

20 月

21 火

22 水 ｸﾗﾌﾞ 絆、ﾛﾎﾞちゃん ﾛﾎﾞちゃん ﾊﾞﾄﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ ﾊﾞﾄﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ、ﾐﾝﾄ

23 木 ﾌﾟﾗﾑ、ﾋﾞｯｷｰｽﾞ 乙女会、FYYﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ FYYﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ
KanKanくらぶ、特徴ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部、
ﾐﾝﾄ、FIGHTING DIVA

Rusty-s、KanKanくらぶ、
FIGHTING DIVA

24 金

25 土

26 日 ｱｶﾞﾍﾟﾘｱｽ城南、ﾁｰﾑふくちゃん

27 月

28 火

29 水
ｵﾚﾝｼﾞﾎﾞｰﾙ、ﾁｰﾑHACHI、
福岡社会人ﾊﾞﾚｰ

30 木 福岡ﾘｿﾞｰﾄ＆ｽﾎﾟｰﾂ専門学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部、
ゆりの樹 Baton Studio、ﾌﾟﾗﾑ

九州大学ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ愛好会、
ゆりの樹 Baton Studio、
FYYﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ、乙女会

九州大学ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ愛好会、
FYYﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ、
ゆりの樹 Baton Studio

福岡市役所ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部、　　　DaDaDaﾛ
ｹｯﾂ、ﾄﾞﾘｰﾑｷｬｯﾁｬｰ

福岡市役所ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部、　　　DaDaDaﾛ
ｹｯﾂ、ﾄﾞﾘｰﾑｷｬｯﾁｬｰ

31 金
ﾗｹｯﾀ、
ゆりの樹 Baton Studio

ﾊﾞﾄﾝﾌﾟﾚｲｽ、福岡A･Aｸﾗﾌﾞ、
ゆりの樹 Baton Studio

つばさｸﾗﾌﾞ、福岡A･Aｸﾗﾌﾞ、
ゆりの樹 Baton Studio、加藤R･Gｸﾗﾌﾞ

ﾄﾞﾘｰﾑｷｬｯﾁｬｰ、ｶﾗﾌﾙ、
F.C.Cﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ、ﾊﾞﾄﾞﾌﾞｰ

ﾄﾞﾘｰﾑｷｬｯﾁｬ、
ｶﾗﾌﾙ、ﾊﾞﾄﾞﾌﾞｰ

スポーツ充実強化事業（ハンドボール）

スポーツ充実強化事業（ハンドボール）

スポーツ充実強化事業（ハンドボール）

福岡中部地区公立高校卓球大会

森山杯春季卓球大会（女子団体・シングルス）

森山杯春季卓球大会（男子団体・シングルス）

Ｂリーグ3部　2016-2017シーズン第17節　準備

福岡地区高等学校学年別大会（バドミントン）

福岡地区高等学校学年別大会（バドミントン）

博多女子高等学校　球技大会

Ｂリーグ3部　2016-2017シーズン第33戦（vs大塚商会）

Ｂリーグ3部　2016-2017シーズン第33戦（vs大塚商会）

第119回　レク＆スポーツ女子バレーボール大会

平成２９年３月　　市民体育館利用予定表（第一競技場）

（ 注：個人利用は次の区分に従い，団体利用が全面に入ってなければ利用できます。)

第　　　　一　　　　競　　　　技　　　　場

博多女子高等学校　球技大会

2016　Fukuoka　indooe　3on3　準備

2016　Fukuoka　indooe　3on3

第15回　福岡市中学生選手権大会（バドミントン）

定期点検日



全面予約済みです。利用はできません。

利用可能です。ただし，今後団体利用申込が全面に入れば利用できません。

＊バスケットは補助競技場のみ利用できます。

※変更の可能性があります。最新の行事予定については市民体育館にお問い合わせください。(TEL 641-9135)

 平成２９年　２月２７日現在

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）

1 水 BUDDY、FCG BUDDY、SBｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ同好会 川田卓球、FCG 川田卓球、STRUCTURE

2 木 SBｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ同好会 44ｸﾗﾌﾞ（全） ｶﾗﾌﾙ、川田卓球 ｶﾗﾌﾙ、川田卓球

3 金 東公園卓球ｸﾗﾌﾞ ﾁﾛﾙｽﾞ（全） FCG、ﾊﾞﾄﾞﾌﾞｰ 宇久ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ（全）

4 土

5 日 B-MAX（全） balance（全）

6 月 ｵﾚﾝｼﾞ 東区卓球ｸﾗﾌﾞ、SBｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ同好会 東区卓球ｸﾗﾌﾞ 福岡市役所女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部（全） 福岡市役所女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部（全）

7 火 東公園卓球ｸﾗﾌﾞ 44ｸﾗﾌﾞ、東公園卓球ｸﾗﾌﾞ 福岡ﾌﾟﾛﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ株式会社（全） ぷーな、川田卓球 ぷーな、川田卓球

8 水 杉の会、FCG SBｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ同好会、ｸﾗﾌﾞ 絆 STRUCTURES、FCG ﾙｰｻﾞｰｽﾞ（全）

9 木 ﾌﾟﾗﾑ 44ｸﾗﾌﾞ、FYYﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ FYYﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ DaDaDaﾛｹｯﾂ next（全）

10 金 東公園卓球ｸﾗﾌﾞ、ﾗｹｯﾀ 東公園卓球ｸﾗﾌﾞ、LITALICOﾜｰｸｽ博多 ﾊﾛｰTT F.C.Cﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ、FCG ﾊｲｷｭｰ!!（全）

11 土 ﾛｼﾞｰﾅ（全） じゃじゃまる（全） さかな、ﾁｰﾑふくちゃん

12 日 KSP、ﾁｰﾑふくちゃん KSP、ﾁｰﾑふくちゃん KSP、ﾁｰﾑふくちゃん

13 月 ｵﾚﾝｼﾞ、ﾌｪﾛｰｽﾞ SBｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ同好会 ｷﾍﾞJAPAN meaning（全）

14 火 東公園卓球ｸﾗﾌﾞ 東公園卓球ｸﾗﾌﾞ、SBｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ同好会 通う会 西部ｶﾞｽﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部、DaDaDaﾛｹｯﾂ ﾊｲｷｭｰ!!（全）

15 水 杉の会、FCG SBｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ同好会 STRUCTURES、FCG meaning（全）

16 木 ﾌﾟﾗﾑ 乙女会、44ｸﾗﾌﾞ SPLASH、保福ｸﾗﾌﾞ SPLASH、保福ｸﾗﾌﾞ

17 金 東公園卓球ｸﾗﾌﾞ、ﾗｹｯﾀ 東公園卓球ｸﾗﾌﾞ、SBｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ同好会 ﾃｨｱﾗ5、福岡ﾌﾟﾛﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ株式会社 F.C.Cﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ、FCG ﾊｲｷｭｰ!!（全）

18 土 福岡ﾌﾟﾛﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ株式会社、NDSｽﾎﾟｰﾂ倶楽部 ﾁｰﾑﾎﾟﾉﾎﾟﾉ、Room へちょ SHACKERS JAPAN（全） Happiness、ﾁｰﾑふくちゃん La Force（全）

19 日 DAB-DUB（全） DAB-DUB（全）

20 月 Let’sさかな balance、さかな

21 火

22 水 BUDDY、FCG BUDDY、SBｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ同好会 KSP、FCG KSP、Gromits

23 木 44ｸﾗﾌﾞ（全） ｶﾗﾌﾙ、福岡県庁ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ愛好会 ｶﾗﾌﾙ、福岡県庁ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ愛好会

24 金 東公園卓球ｸﾗﾌﾞ、ﾗｹｯﾀ 東公園卓球ｸﾗﾌﾞ、東区卓球ｸﾗﾌﾞ ﾊﾛｰTT、東区卓球ｸﾗﾌﾞ 川田卓球、FCG 川田卓球、STRUCTURES

25 土 SHACKERS JAPAN（全） 宇久ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ（全） 宇久ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ（全）

26 日 ｶﾀﾃﾏﾊﾞｽｹ（全） weave（全） ﾛｼﾞｰﾅ（全） DNTQ（全） balance（全）

27 月 九州大学医学部卓球部（全） 九州大学医学部卓球部（全） 九州大学医学部卓球部（全） 西部ｶﾞｽﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部、川田卓球 balance、川田卓球

28 火 福岡ﾌﾟﾛﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ株式会社（全） 福岡ﾌﾟﾛﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ株式会社（全） むらさきの会 DaDaDaﾛｹｯﾂ、福岡市役所ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部 Libertas、福岡市役所ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部

29 水 杉の会、FCG FCG Gromits、DaDaDaﾛｹｯﾂ

30 木 福岡ﾌﾟﾛﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ株式会社（全） 44ｸﾗﾌﾞ（全） KSP KSP、Libertas

31 金 東公園卓球ｸﾗﾌﾞ、東区卓球ｸﾗﾌﾞ 東公園卓球ｸﾗﾌﾞ、東区卓球ｸﾗﾌﾞ MAKIﾊﾞﾄﾝﾄﾜﾗｰｽﾞ（全） 川田卓球、FCG 川田卓球、balance

第15回　福岡市中学生選手権大会（バドミントン）

定期点検日

第３回　ＦＣＢＢ大会　バスケ

福岡地区高等学校学年別大会（バドミントン）

Ｂリーグ3部　2016-2017シーズン第33戦（vs大塚商会）

第119回　レク＆スポーツ女子バレーボール大会

補　　　　助　　　　競　　　　技　　　　場

福岡地区高等学校学年別大会（バドミントン）

Ｂリーグ3部　2016-2017シーズン第33戦（vs大塚商会）

（ 注：個人利用は次の区分に従い，団体利用が全面に入ってなければ利用できます。)

平成２９年３月　　市民体育館利用予定表（補助競技場）



全面予約済みです。利用はできません。

利用可能です。ただし，今後団体利用申込が全面に入れば利用できません。

＊バスケットは補助競技場のみ利用できます。

※変更の可能性があります。最新の行事予定については市民体育館にお問い合わせください。(TEL 641-9135)

 平成２９年　２月２７日現在

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)

1 土 ゆりの樹 Baton Studio、
Let's、ﾁｰﾑﾎﾟﾉﾎﾟﾉ

ゆりの樹 Baton Studio、
Let's、DaDaDaﾛｹｯﾂ

ﾁｰﾑﾎﾟﾉﾎﾟﾉ、KSP、
さかな、DaDaDaﾛｹｯﾂ

ﾁｰﾑﾎﾟﾉﾎﾟﾉ、ｸﾗﾌﾞ友、SPLASH
ﾁｰﾑふくちゃん、Hapines

ｸﾗﾌﾞ友、SPLASH
ﾁｰﾑふくちゃん、ｼｬﾗﾗ

2 日 ゆりの樹 Baton Studio、
さかな、ﾁｰﾑふくちゃん

ゆりの樹 Baton Studio、
さかな、ﾁｰﾑふくちゃん

3 月 J･J、J･ひまわり、
ゆりの樹 Baton Studio

J･J、J･ひまわり、乙女会
ゆりの樹 Baton Studio

ｽﾏﾌﾞﾗ（全）
ﾊﾞﾄﾝﾌﾟﾚｲｽ、ﾄﾞﾘｰﾑｷｬｯﾁｬｰ、
福岡市役所ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部

ｼｬﾗﾗ、ﾄﾞﾘｰﾑｷｬｯﾁｬｰ、
福岡市役所ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部

4 火 ﾈｵ･ﾋﾞｰ、
ゆりの樹 Baton Studio

福岡A･Aｸﾗﾌﾞ、
ゆりの樹 Baton Studio

福岡A･Aｸﾗﾌﾞ、
ゆりの樹 Baton Studio

DaDaDaﾛｹｯﾂ、ﾄﾞﾘｰﾑｷｬｯﾁｬｰ、
ゆりの樹 Baton Studio

ﾊｲｷｭｰ!!、ﾄﾞﾘｰﾑｷｬｯﾁｬｰ、
DaDaDaﾛｹｯﾂ

5 水 ゆりの樹 Baton Studio（全）
ゆりの樹 Baton Studio、
ｸﾗﾌﾞ友

ゆりの樹 Baton Studio（全）
福岡県庁ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ愛好会、
HBC、ﾊﾞﾄﾝﾌﾟﾚｲｽ、ｶﾗﾌﾙ

ﾊｲｷｭｰ!!、ｶﾗﾌﾙ、
福岡県庁ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ愛好会

6 木 ﾍﾀｯﾋﾟｰｽﾞ、ﾌﾟﾗﾑ、
J･J、J･ひまわり

乙女会、FYYﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ Deux R.G ｸﾗﾌﾞ、FYYﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ
KanKanくらぶ、ｶﾗﾌﾙ、
ﾄﾞﾝﾄﾞﾝｸﾗﾌﾞ、ﾊﾞﾄﾝﾌﾟﾚｲｽ

ﾊｲｷｭｰ!!、ﾄﾞﾝﾄﾞﾝｸﾗﾌﾞ、
ｶﾗﾌﾙ、KanKanくらぶ

7 金 HBC、F.C.Cﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ、
team DAMDAM、ﾊﾞﾄﾝﾌﾟﾚｲｽ

あゆみらいVBC、
ｼｬﾗﾗ、team DAMDAM

8 土

9 日

10 月 J･J、J･ひまわり J･J、J･ひまわり
ﾊﾞﾄﾝﾌﾟﾚｲｽ、
福岡市役所ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部

福岡市役所ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部、
ｼｬﾗﾗ

11 火 ﾈｵ･ﾋﾞｰ 福岡A･Aｸﾗﾌﾞ 福岡A･Aｸﾗﾌﾞ
ﾐﾝﾄ、ぷーな、ｶﾗﾌﾙ、
ﾄﾞﾘｰﾑｷｬｯﾁｬｰ、SMASH!!

ﾐﾝﾄ、ぷーな、ｶﾗﾌﾙ、
ｼｬﾗﾗ、SMASH!!

12 水 ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ福岡 ｸﾗﾌﾞ絆
ゆりの樹 Baton Studio、
DaDaDaﾛｹｯﾂ

FCFC、DaDaDaﾛｹｯﾂ、ｼｬﾗﾗ

13 木 Rusty-s、ｼｬﾗﾗ、つばさｸﾗﾌﾞ

14 金 ﾈｵ･ﾋﾞｰ 福岡A･Aｸﾗﾌﾞ 福岡A･Aｸﾗﾌﾞ
F.C.Cﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ、KanKanｸﾗﾌﾞ、HBC
ゆりの樹 Baton Studio、ﾄﾞﾝﾄﾞﾝｸﾗﾌﾞ

FCFC、ﾄﾞﾝﾄﾞﾝｸﾗﾌﾞ、
KanKanくらぶ

15 土

16 日

17 月

18 火 福岡県ﾚﾃﾞｨｰｽﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ連盟、
福岡A･Aｸﾗﾌﾞ

福岡県ﾚﾃﾞｨｰｽﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ連盟、
福岡A･Aｸﾗﾌﾞ

福岡県庁ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ愛好会、
ゆりの樹 Baton Studio、亀ちゃんず
福岡市役所ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ愛好会

福岡市役所ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部、
福岡県庁ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部、ﾊｲｷｭｰ!!

19 水 ｻｶﾞﾝ･ｻﾙ、ﾍﾟﾀﾙ

20 木 ﾌﾟﾗﾑ、J･ひまわり、J･J FYYﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ FYYﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ
ゆりの樹 Baton Studio、SPLASH
保福ｸﾗﾌﾞ、Deux R.G ｸﾗﾌﾞ FCFC、保福ｸﾗﾌﾞ、SPLASH

21 金 ﾈｵ･ﾋﾞｰ 福岡A･Aｸﾗﾌﾞ、ﾗｹｯﾀ
医療法人寛容会森口病院
ﾃﾞｲｹｱ温泉の森、福岡A･Aｸﾗﾌﾞ

福岡市役所ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部、加藤R･Gｸﾗﾌﾞ
ゆりの樹 Baton Studio、Deux R.Gｸﾗﾌﾞ

ﾊｲｷｭｰ!!、ｼｬﾗﾗ、ｶﾗﾌﾙ、
福岡市役所ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部

22 土

23 日 回転ﾚｼｰ部、ｼｬﾗﾗ、さかな

24 月 J･J、J･ひまわり J･J、J･ひまわり
ﾄﾞﾘｰﾑｷｬｯﾁｬｰ、SMASH!!、
ｶﾗﾌﾙ、ﾊﾞﾄﾝﾌﾟﾚｲｽ

ﾄﾞﾘｰﾑｷｬｯﾁｬｰ、SMASH!!、
ｶﾗﾌﾙ、ｼｬﾗﾗ

25 火 ﾐｯﾌｨｰ 福岡A･Aｸﾗﾌﾞ 福岡A･Aｸﾗﾌﾞ
ﾊﾞﾄﾝﾌﾟﾚｲｽ、つばさｸﾗﾌﾞ、
亀ちゃんず、DaDaDaﾛｹｯﾂ

FCFC、つばさｸﾗﾌﾞ

26 水 ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ福岡 ｸﾗﾌﾞ絆
ﾊﾞﾄﾝﾌﾟﾚｲｽ、DaDaDaﾛｹｯﾂ、SMASH!!
福岡市役所ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部、HBC

宇久ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ、SMASH!!、
福岡市役所ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部、ｼｬﾗﾗ

27 木 ﾌﾟﾗﾑ 乙女会、FYYﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ FYYﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ
ﾊﾞﾄﾝﾌﾟﾚｲｽ、ﾄﾞﾝﾄﾞﾝｸﾗﾌﾞ、
ｶﾗﾌﾙ、ゆりの樹 Baton Studio、
福岡県庁ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ愛好会

回転ﾚｼｰ部、ｶﾗﾌﾙ、ﾄﾞﾝﾄﾞﾝｸﾗﾌﾞ、
福岡県庁ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ愛好会

28 金 ﾈｵ･ﾋﾞｰ、
ゆりの樹 Baton Studi

福岡大学医学部ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ愛好会、HBC
加藤R･Gｸﾗﾌﾞ、福岡市役所ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部

福岡大学医学部ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ愛好会、
福岡市役所ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部、ｼｬﾗﾗ

29 土 MAKIﾊﾞﾄﾝﾄﾜﾗｰｽﾞ ｼﾞｭﾆｱ、Happiness
㈱西日本新聞印刷ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄ、

MAKIﾊﾞﾄﾝﾄﾜﾗｰｽﾞ ｼﾞｭﾆｱ、ﾊｲｷｭｰ!!
㈱西日本新聞印刷ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄ、

30 日 ﾊﾟﾗﾍﾟｶﾞ、SPLASH、
ﾁｰﾑふくちゃん

ﾊﾟﾗﾍﾟｶﾞ、SPLASH、
ﾁｰﾑふくちゃん

博多メディカル専門学校レクリエーション大会

平成２９年度スポーツ体験塾

第１１９回レク＆スポーツ女子バレーボール大会

平成２９年度第３１回市民総合スポーツ大会 福岡市女子剣道交流大会

第１９回市民春季一般男子女子バレーボール大会

平成２９年度福岡ECO動物海洋専門学校 新入生アトラクション

第６０回福岡市民春季大会 高校生以上・一般の部

（ 注：個人利用は次の区分に従い，団体利用が全面に入ってなければ利用できます。)

平成２９年４月　　市民体育館利用予定表（第一競技場）

第　　　　一　　　　競　　　　技　　　　場

第６０回福岡市民春季大会 小学生・中学生大会

平成２９年度福岡県レディースバドミントン大会（A級B級C級D級）

第４８回全国ママさんバレーボール大会市予選

定期点検日

ニッタク杯県レディース大会（団体の部）

平成２９年度第３１回市民総合スポーツ大会 福岡市女子剣道交流大会（準備）

全国障がい者スポーツ大会　九州予選

春季バレーボール大会



全面予約済みです。利用はできません。

利用可能です。ただし，今後団体利用申込が全面に入れば利用できません。

＊バスケットは補助競技場のみ利用できます。

※変更の可能性があります。最新の行事予定については市民体育館にお問い合わせください。(TEL 641-9135)

 平成２９年　２月２７日現在

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）

1 土 DaDaDaﾛｹｯﾂ、福岡県庁ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ愛好会 KSP、SPLASH KSP、SPLASH balance（全） balance（全）

2 日 ﾁｰﾑHACHI（全） balance（全）

3 月 SBｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ同好会

4 火

5 水

6 木

7 金 川田卓球 川田卓球、STRUCTURES

8 土

9 日

10 月 SBｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ同好会 つばさｸﾗﾌﾞ（全） つばさｸﾗﾌﾞ（全） meaning（全）

11 火 ﾐｯﾌｨｰ、東公園卓球ｸﾗﾌﾞ 44ｸﾗﾌﾞ、東公園卓球ｸﾗﾌﾞ 通う会 DaDaDaﾛｹｯﾂ、ﾄﾞﾘｰﾑｷｬｯﾁｬｰ DaDaDaﾛｹｯﾂ、ﾄﾞﾘｰﾑｷｬｯﾁｬｰ

12 水 杉の会、FCG SBｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ同好会、ﾊﾂﾗﾂ運動の会 西部ｶﾞｽﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部、FCG ﾊｲｷｭｰ!!

13 木 next（全）

14 金 東公園卓球ｸﾗﾌﾞ 東公園卓球ｸﾗﾌﾞ、SBｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ同好会 福岡ﾌﾟﾛﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ株式会社（全） 川田卓球、つばさｸﾗﾌﾞ 川田卓球、ｼｬﾗﾗ

15 土

16 日

17 月

18 火 東公園卓球ｸﾗﾌﾞ 東公園卓球ｸﾗﾌﾞ、SBｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ同好会 通う会 西部ｶﾞｽﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部 meaning（全）

19 水 杉の会、FCG SBｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ同好会、ｸﾗﾌﾞ 絆 DaDaDaﾛｹｯﾂ、FCG DaDaDaﾛｹｯﾂ、ｼｬﾗﾗ

20 木 山茶花･木馬 SBｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ同好会 Libertas、ｼｬﾗﾗ

21 金 東公園卓球ｸﾗﾌﾞ 東公園卓球ｸﾗﾌﾞ、SBｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ同好会 ﾊﾛｰTT team DAMDAM、ﾄﾞﾘｰﾑｷｬｯﾁｬｰ team DAMDAM、ﾄﾞﾘｰﾑｷｬｯﾁｬｰ

22 土

23 日

24 月 つくば開成福岡高等学校（全） SBｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ同好会 福岡大学医学部ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ愛好会（全） 福岡大学医学部ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ愛好会（全） FURI☆SPO（全）

25 火 東公園卓球ｸﾗﾌﾞ 東公園卓球ｸﾗﾌﾞ、44ｸﾗﾌﾞ 通う会 西部ｶﾞｽﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部、ﾄﾞﾘｰﾑｷｬｯﾁｬｰ meaning（全）

26 水 杉の会、FCG SBｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ同好会 ﾄﾞﾘｰﾑｷｬｯﾁｬｰ、FCG L.clans（全）

27 木 44ｸﾗﾌﾞ（全） 福岡大学医学部ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ愛好会（全） 福岡大学医学部ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ愛好会（全） ﾊｲｷｭｰ!!（全）

28 金 東公園卓球ｸﾗﾌﾞ SBｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ同好会、福岡A･Aｸﾗﾌﾞ 福岡A･Aｸﾗﾌﾞ F.C.Cﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ、川田卓球 川田卓球、STRUCTURES

29 土 ﾁｰﾑふくちゃん、ﾁｰﾑﾎﾟﾉﾎﾟﾉ ﾁｰﾑふくちゃん、ﾁｰﾑﾎﾟﾉﾎﾟﾉ

30 日 さかな（全） DNTQ（全）

31 金 東公園卓球ｸﾗﾌﾞ（全） 東公園卓球ｸﾗﾌﾞ（全） MAKIﾊﾞﾄﾝﾄﾜﾗｰｽﾞ（全） 川田卓球、FCG 川田卓球、balance

平成２９年度スポーツ体験塾

第１１９回レク＆スポーツ女子バレーボール大会

平成２９年度福岡県レディースバドミントン大会（A級B級C級D級）

第４８回全国ママさんバレーボール大会市予選 平成２９年度第３１回市民総合スポーツ大会 福岡市女子剣道交流大会準備

平成２９年度第３１回市民総合スポーツ大会 福岡市女子剣道交流大会

定期点検日

全国障がい者スポーツ大会　九州予選

春季バレーボール大会

全日本剣道連盟女子強化訓練

全日本剣道連盟女子強化訓練

第６０回福岡市民春季大会 小学生・中学生大会

第６０回福岡市民春季大会 高校生以上・一般の部

全日本剣道連盟女子強化訓練

全日本剣道連盟女子強化訓練

第１９回市民春季一般男子女子バレーボール大会

全日本剣道連盟女子強化訓練 準備

補　　　　助　　　　競　　　　技　　　　場

平成２９年４月　　市民体育館利用予定表（補助競技場）

（ 注：個人利用は次の区分に従い，団体利用が全面に入ってなければ利用できます。)


