
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（前日19時に確定）。

＊バスケットは補助競技場のみ利用できます。

 平成30年5月30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 金 福岡リゾートスポーツバレー
部・ネオ・ビー・ラケッタ

2 土

3 日

4 月 Ｊ・Ｊ Ｊ・Ｊ・ＦＹＹバドクラブ
Ｊ・Ｊ・ＦＹＹバドクラブ・ティア
ラ５

福岡市役所男子バレー部
ゆりの樹・福岡市役所バド部

福岡市役所男子バレー部
ゆりの樹・福岡市役所バド部

5 火 県庁バド愛好会・福大医学科女子バド部・福大医学部
バド愛好会・西部ガスバド部

ハルハル・福岡ｓｐｅｄ隊・県庁バド愛好
会・福大医学科女子バド部

6 水
バトンプレイス・ＷＩＳＭ福
岡・Ｌ・Ｓ・Ｋ

シャララ・ハルハル・ぷー
な・Ｌ・Ｓ・Ｋ

7 木

8 金
ゆりの樹・麻生塾・
Ｆ．Ｃ．Ｃバトクラブ

こちょうず・ウロミントン
あれこれやりたい

9 土
ＭＡＫＩバトントワラーズ
ＷＩＳＭ　福岡

Ｆｅａｔｈｅｒ　ｓｏｕｌ
ＭＡＫＩバトントワラーズ

10 日
とびうめキッズ・さかな・
チームふくちゃん

Ｏｊｉｃａｓｔａ・アガペリアス城南

11 月 Ｊ・Ｊ Ｊ・Ｊ・ロボちゃん Ｊ・Ｊ・ロボちゃん 福岡市役所男子バレー部
九大医学部サッカー部

福岡市役所男子バレー部・
ＦＣ　早良

12 火 クリオ 福岡Ａ・Ａクラブ・ユクソンフェ・
ウィザス第一学院高等学校

福岡Ａ・Ａクラブ・ウィザス第一学
院高等学校

バトンプレイス・福大医女子バド部・ＤａＤａＤａロケッツ・
福大医学部バド愛好会

ＤａＤａＤａロケッツ・ぷーな・福
大医女子バド部・ハルハル

13 水 ヴィンテージ福岡・アザレア クラブ絆・ヴィンテージ福岡・福岡県レ
ディースバド連盟

福岡県レディースバド連盟・博
多女子中学校

福岡市役所バド部・ＤａＤａ
Ｄａロケッツ・原ｅｒｓ

チームＨＡＣＨＩ・シャララ・福岡市役所バ
ド部・ＤａＤａＤａロケッツ

14 木 ビッキーズ・Ｊ・Ｊ・プラム
プラム・福岡医健・ＦＹＹバド
クラブ

福岡医健・ＦＹＹバドクラブ 西部ガスバド・ＳＭＡＳＨ・保福クラブ・特
徴バド部・ＩＢＣスポーツ

福岡ｓｐｅｄ隊・特徴バド部・保福ク
ラブ・西部ガスバド・ハルハル

15 金 福岡医健

16 土

17 日

18 月

19 火 就労移行支援アテンド 福大医女子バド部
ゆりの樹・福大医女子バド
部・ＤａＤａＤａロケッツ

ＤａＤａＤａロケッツ・Ｌ・Ｓ・Ｋ・福大医学科女子バド部・Ｄ
ａＤａＤａロケッツ・福岡ｓｐｅｄ隊

20 水
バトンプレイス・福岡県庁バ
ド愛好会・原ｅｒｓ

Ｒｕｓｔｙ－ｓ・バトンプレイス・
福岡県庁バド愛好会

21 木 つばさクラブ・ＫａｎＫａｎくらぶ・Ｓ
ＰＬＡＳＨ・カラフル・加藤Ｒ．Ｇ

チームＨＡＣＨＩ・つばさクラブ・Ｋａ
ｎＫａｎくらぶ・ＳＰＬＡＳＨ

22 金 ラケッタ・ロボちゃん 九大食品分析バドミントン・福
岡Ａ・Ａクラブ・ロボちゃん

ロボちゃん・福岡Ａ・Ａクラブ・九大
食品分析バドミントン ＩＢＣスポーツ・ゆりの樹

宇久スポーツクラブ・ゆりの
樹・ぷーな

23 土

24 日 Ｏｊｉｃａｓｔａ・パラペガ

25 月 ロボちゃん ロボちゃん
九大医学部サッカー部・
すいこう会・カラフル

回転レシー部
チームＳ４・カラフル

26 火 ネオ・ビー・クリオ
むらさきの会・福岡Ａ・Ａクラ
ブ・ネオ・ビー

むらさきの会・福岡Ａ・Ａクラブ
カラフル・福大ＦＵＶＡ・　　Ｄａ
ＤａＤａロケッツ

カラフル・福大ＦＵＶＡ・
ＤａＤａＤａロケッツ

27 水
ヴィンテージ福岡・ＢＵＤＤ
Ｙ・アザレア

クラブ　絆・ヴィンテージ福岡・ＢＵＤＤＹ・
福岡県レディースバド連盟 福岡県レディースバド連盟

カラフル・県庁バド愛好会・市役所バド・ド
リームキャッチャー

ハイキュー！！・カラフル・県庁バド
愛好会・市役所バド

28 木 博多区レディースバド連盟 福岡医健・ＦＹＹバドクラブ 福岡医健・ＦＹＹバドクラブ
ＨＢＣ・ＫＳＰ・加藤Ｒ．Ｇ・
西部ガス・ＫａｎＫａｎくらぶ

ＭＳＢ・ＫＳＰ・ウロミントン
ハルハル・ＫａｎＫａｎくらぶ

29 金 麻生塾・カラフル・特徴バド部・
Ｆ．Ｃ．Ｃバトクラブ・ぷーな

福岡ＨＡＳクラブ・カラフル・特徴バド
部・ぷーな・ＳＭＡＳＨ！！

30 土
となりのバド・チームふく
ちゃん・ＳＰＬＡＳＨ・さかな

チームふくちゃん・ＳＰＬＡＳ
Ｈ・さかな

【151】平成30年度第32回市民総合スポーツ大会　中学生バドミントン大会

【151】平成30年度第32回市民総合スポーツ大会　中学生バドミントン大会

《1-5》ＩＬＰお茶の水医療福祉専門学校スポーツ大会

【211】第41回福岡県南市役所対抗バレーボール大会

【4】西日本学生剣道大会（前日準備）

【4】西日本学生剣道大会

《1-24》精華女子１学期クラスマッチバレーボール

《1-1》博多女子中学校　体育祭　リハーサル

《1-1》博多女子中学校　体育祭

【108】福岡市銀行団バレーボール大会

【0-6】福岡市スポーツ推進協議会ニュースポーツ研修会

【139】こどもスポーツフェスタ2018（前日準備）
【152】平成30年度第32回市民総合スポーツ大会

福岡市剣道交流大会（前日準備）

【152】30年度第32回市民総合スポーツ大会　福岡市剣道交流大会

【153】平成30年度第32回市民総合スポーツ大会　第15回福岡バレーボール大会

《1-18》福岡キャリナリー学校内スポーツフェスタ

※開館時間：午前９時～午後１０時まで

予定については、変更になる場合もあります。詳しくは、市民体育館へお問い合せください。

【139】子どもスポーツフェスタ2018

定期点検日

【4】西日本学生剣道大会

【111】タマス紫陽花杯　県レディース大会（卓球）

　福岡市民体育館 　　〒812-0045福岡市博多区東公園８番２号　　 TEL ０９２－６４１－９１３５

平成30年6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



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。（前日19時に確定）

＊バスケットは補助競技場のみ利用できます。

 平成30年5月30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 日 Ｏｊｉｃａｓｔａ・さかな・ゆりの樹
さかな・ゆりの樹・福岡ｓｐｅ
ｄ隊

2 月
サザンクロス・ひまわり・Ｊ・
Ｊ

ロボちゃん・ひまわり・Ｊ・Ｊ ロボちゃん・ひまわり・Ｊ・Ｊ ゆりの樹・県庁バド愛好会・はねつかい・
スリーエス

Ｂｅ　ＳＰ・チームＳ４・県庁バド愛好会・は
ねつかい・スリーエス

3 火 福大ＦＵＶＡ・バトンプレイス・ＤａＤａＤａロ
ケッツ・はねつかい

福大ＦＵＶＡ・福岡ｓｐｅｄ隊ＤａＤａ
Ｄａロケッツ・はねつかい

4 水 ヴィンテージ福岡 Ｅ・Ｓ・Ｎバド・ロボちゃん・ヴィン
テージ福岡・クラブ絆 ロボちゃん ＷＩＳＭ　福岡・バトンプレイ

ス・ドリームキャッチャー
チームＨＡＣＨＩ・ドリームキャッ
チャー

5 木
ヘタッピーズ・博多区レ
ディースバド連盟

プラム・ＦＹＹバドミントンクラ
ブ ＦＹＹバドミントンクラブ

加藤Ｒ．Ｇクラブ・ＫａｎＫａｎ
くらぶ・ゆりの樹

チートス　６９・ササジーズ

6 金 つくば開成福岡高等学校
バトンプレイス・ＫａｎＫａｎくら

ぶ・チームふくちゃん
ＫａｎＫａｎくらぶ・Ｋｕｒａｓａｎ’ｓ・ハルハル・

ぷーな・チームふくちゃん

7 土 チームふくちゃん・ＢｅＳＰ・シャラ
ラ・チームふくちゃん

8 日 ＦＵＫＵＯＫＡ　ＦＣ・さかな・福
岡ｓｐｅｄ隊

9 月
Ｊ・ひまわり・博多区レ
ディースバド連盟・Ｊ・Ｊ

Ｊ・ひまわり・ロボちゃん・ＦＹＹ
バドクラブ・Ｊ・Ｊ

Ｊ・ひまわり・ロボちゃん・ＦＹＹ
バドクラブ・Ｊ・Ｊ

九大医学部サッカー部・福
大医女子バド部

チームＳ４・シャララ・　福大
医女子バド部

10 火 あっぷっぷ・博多区レディースバド連盟・
シャトル　キャットズ 福岡Ａ・Ａクラブ 福岡Ａ・Ａクラブ 九大医学部サッカー部・ドリーム

キャッチャー・カラフル
はるさんず・ドリームキャッ
チャー・カラフル

11 水

12 木 ＫａｎＫａｎくらぶ・ゆりの樹・ＳＰＬＡＳＨ・ス
テップアップバドミントン

ＳＰＬＡＳＨ・ステップアップ　バ
ドミントン・こちょうず

13 金 ＫａｎＫａｎくらぶ・Ｒ．Ｇクラブ・ゆりの樹・
Ｆ．Ｃ．Ｃバトミントンクラブ

チームふくちゃん・ＫａｎＫａｎくら
ぶ・ゆりの樹・ハルハル

14 土

15 日

16 月

17 火

18 水 ヴィンテージ福岡・クリオ クラブ絆・ロボちゃん・Ｅ・Ｓ・Ｎバ
ド・ヴィンテージ福岡 ロボちゃん ＷＩＳＭ　福岡・ゆりの樹・保福ク

ラブ・ＤａＤａＤａロケッツ
チームＨＡＣＨＩ・チームＳ４・ＤａＤ
ａＤａロケッツ

19 木
ＦＣ　早良・福岡市役所女子
バレー部

20 金 博多区レディースバド連盟・ロボちゃん・あっぷっぷ・
シャトルキャットズ ロボちゃん・福岡Ａ・Ａクラブ

吉塚中男子ハンドボール
部・福岡Ａ・Ａクラブ

21 土

22 日

23 月

24 火

25 水

26 木
Ｊ・ひまわり・Ｊ・Ｊ　　　　ゆり

の樹
バトンプレイス・ゆりの樹・プラ

ム・ＦＹＹバドクラブ
ゆりの樹・加藤Ｒ．Ｇクラブ・Ｆ

ＹＹバドクラブ
九大医学部サッカー部・福岡県庁バド愛

好会・ＫａｎＫａｎくらぶ
こちょうず・あれこれやりたい・

ＫａｎＫａｎくらぶ

27 金 サザンクロス・ロボちゃん・ネオ・ビー・博多区レディー
スバド連盟・ラケッタ

バトンプレイス・福岡Ａ・Ａクラブ・
ロボちゃん

バトンプレイス・福岡Ａ・Ａク
ラブ・ロボちゃん

ゆりの樹・はねつかい・Ｆ．Ｃ．
Ｃバトミントンクラブ

ゆりの樹・はねつかい　　ウロ
ミントン

28 土 吉塚中男子ハンドボール部・福岡県庁バ
ド愛好会・チームポノポノ

吉塚中男子ハンドボール部・
ＮＤＳスポーツ倶楽部

吉塚中男子ハンドボール部・ＭＡＫＩバト
ントワラーズ　ジュニア

ＭＡＫＩバトントワラーズ　ジュニア・ティア
ラ５・さかな・はねつかい

ハイキュー！！・さかな・はね
つかい

29 日 【210】福岡県中学校総合体育大会
ハンドボール大会（前日準備）

30 月

31 火 福岡ｓｐｅｄ隊・シャララ・ＤａＤａＤａロケッ
ツ・ステップアップバド

【0-7】福岡市スポーツ推進協議会ニュースポーツ研修会

【92】第42回　西日本レディースバドミントン大会　福岡地区本戦

《1-20》富士インターナショナルアカデミー　スポーツ大会

【87】第14回九州フットサルチャンピオンＣＵＰ決勝大会（Ⅱ）

【12】第26回福岡県小学生夏季大会福岡市予選会　第61回スポーツフェスタ福岡県民大会選手団選考会（バドミントン）

《1-2》博多女子高校　体育祭　リハーサル

《1-2》博多女子高校　体育祭

【7】第21回　ＩＳＯ・ＩＳＯバドミントン親善交歓会

【69】第43回西日本ママさんバレーボール大会　福岡県優勝大会 【83】福岡市中学校総合体育大会
ハンドボール大会（前日準備）

【83】福岡市中学校総合体育大会　ハンドボール大会

【83】福岡市中学校総合体育大会　ハンドボール大会

【112】ワンダフルレディースカップＨ30（卓球）
【81】福岡市中学校総合体育大会
バドミントン大会（前日準備）

【81】福岡市中学校総合体育大会　バドミントン大会

【81】福岡市中学校総合体育大会　バドミントン大会 【80】福岡市中学校総合体育大会
バスケットボール大会（前日準備）

【80】福岡市中学校総合体育大会　バスケットボール大会

【80】福岡市中学校総合体育大会　バスケットボール大会

【19】第23回福岡市クラブ対抗交歓会（バドミントン）

【210】福岡県中学校総合体育大会ハンドボール大会

【210】福岡県中学校総合体育大会ハンドボール大会

平成30年7月 市民体育館利用予定表（第一競技場）

※開館時間：午前９時～午後１０時まで

予定については、変更になる場合もあります。詳しくは、市民体育館へお問い合せください。

　福岡市民体育館 　　〒812-0045福岡市博多区東公園８番２号　　 TEL ０９２－６４１－９１３５

【80】福岡市中学校総合体育大会　バスケットボール大会

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。)

定期点検日


