
全面予約済みです。　　利用は出来ません。

利用可能です。　　ただし、今後団体利用申込が入れば利用できません。

PECO（バスケットボール）
スピードマスター（バスケットボール） WLUCKS（バスケットボール）

東マスカット　インディアカ かすみ（バウンドテニス） 香椎高校バドミントン部
Love　to　Love　クラブ（テニス） ホーキーズ（バレーボール） 香椎高校バドミントン部

日本武術太極拳連盟　三段受験対策　講習会

日本武術太極拳連盟　三段受験対策　講習会 バドミントン個人利用（２０時～２２時）

balance（バスケットボール）

チームS4（バドミントン）

Ballistix（バスケットボール） RHYTHM（バスケットボール）

RHYTHM（バスケットボール）

JPL（バスケットボール）
ふりーだむ（バスケットボール）

オレンジ(バレーボール） ビギナーズ（テニス） 山崎新体操クラブ ゆりの樹　Baton　Studio

RHYTHM（バスケットボール） RHYTHM（バスケットボール）

2018　ミニバスケットボール（MBB）オクトバス　予選

2018　ミニバスケットボール（MBB）オクトバス　決勝・交歓

土

balance（バスケットボール）

balance（バスケットボール）

ドリームキャッチャー（バドミントン） ドリームキャッチャー（バドミントン）

FC　照葉（フットサル）

ドリームキャッチャー（バドミントン）

ゆりの樹　Baton　Studio チームS4（バドミントン）

学校法人藤川学園　公務員ビジネス専門学校（バレーボール） FC　照葉（フットサル）

LIBALL（バスケットボール） ふりーだむ（バスケットボール）

香住丘ドッジボールクラブ

JPL（バスケットボール）

かようクラブ（バドミントン）
福岡プロバスケットボール株式会社

LIBALL（バスケットボール） ゆりの樹　Baton　Studio

月

平成３０年９月　　東体育館利用予定表

　（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。）

　　　　　　※ 変更の可能性があります。　最新の利用予定については東体育館にお問合せください。（TEL　672-0301）

日 曜
競　技　場

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）

4 火

平成　３０　年　８　月　２１　日　現在

1 土

2 日

3
Love　to　Love　クラブ（テニス） かすみ（バウンドテニス）
あおぞらクラブ（バドミントン） 福岡プロバスケットボール株式会社 福岡プロバスケットボール株式会社

そよかぜ（バドミントン） かようクラブ（バドミントン）
そよかぜ（バドミントン） Eサークル（テニス）

ドリームキャッチャー（バドミントン）

個人利用

平成30年度第32回市民総合スポーツ大会バドミントン競技東区大会

7 金
福岡プロバスケットボール株式会社 ビギナーズ（テニス） 福岡プロバスケットボール株式会社

ドリームクラブ（テニス） ドリームキャッチャー（バドミントン） ドリームキャッチャー（バドミントン）

6 木
EBC（バドミントン） かすみ（バウンドテニス） まつぼっくりスポーツクラブ（体操） CONAN（バスケットボール） チームHACHI（バレーボール）

ゆりの樹　Baton　Studio balance（バスケットボール）
クリオ（バドミントン）

5 水
ミッフィー（バドミントン) フェニックス（バレーボール） 福岡東トランポリンクラブ Works　RG　Fukuoka（新体操）

9 日

8 土

10 月

11 火
ゆりの樹　Baton　Studio
香住丘ドッジボールクラブ

あおぞらクラブ（バドミントン） かようクラブ（バドミントン） かようクラブ（バドミントン）
ミッフィー（バドミントン) Eサークル（テニス） 福岡プロバスケットボール株式会社

第36回福岡市こども空手大会 平成30年度第３２回市民総合スポーツ大会ママさんバレーボール大会東区大会

平成30年度第３２回市民総合スポーツ大会ママさんバレーボール大会東区大会

ふりーだむ（バスケットボール）

竜兵会（バスケットボール）

balance（バスケットボール）

12 水
球友クラブ（バレーボール） 福岡東トランポリンクラブ Works　RG　Fukuoka（新体操） Gromits（バスケットボール）

サンダーバード（バレーボール） ドリームクラブ（テニス） 香住丘ミニバスケットボールクラブ C.C.H（バスケットボール）

木
ミッフィー（バドミントン)

フォローアップ教室
13 木

福岡東トランポリンクラブ チームS4（バドミントン）

FAB　CATS（バスケットボール）

赤ペンクラブ（バドミントン） ビギナーズ（テニス） Works　RG　Fukuoka（新体操） ゆりの樹　Baton　Studio
14 金

EBC（バドミントン） アドバンテージテニスクラブ 山崎新体操クラブ

つばさクラブ（バドミントン） かすみ（バウンドテニス）
個人利用（１５時～１９時） フォローアップ教室

PECO（バスケットボール）

21 金
EBC（バドミントン）

福岡市民総合スポーツ大会ミニバスケットボール東区予選

15 土

福岡東トランポリンクラブ

そよかぜ（バドミントン） かすみ（バウンドテニス）

サンダーバード（バレーボール）

17 月

18 火

Eサークル（テニス）
あおぞらクラブ（バドミントン） 東マスカット　インディアカ ドリームクラブ（テニス）

16 日

19 水

定期点検日

20

長沢裕美子バトンスタジオ

CONAN（バスケットボール） QJB（バスケットボール）
福岡プロバスケットボール株式会社

チームS4（バドミントン）
香住丘ドッジボールクラブ FC　照葉（フットサル）

まつぼっくりスポーツクラブ（体操） CONAN（バスケットボール）

25 火
そよかぜ（バドミントン） Eサークル（テニス） 福岡東トランポリンクラブ 香住丘ドッジボールクラブ

24 月

ビギナーズ（テニス） 福岡プロバスケットボール株式会社 長沢裕美子バトンスタジオ

かすみ（バウンドテニス） かようクラブ（バドミントン） 香住丘ミニバスケットボールクラブLove　to　Love　クラブ（テニス）

第38回福岡市家庭婦人創立記念（クラス別）バレーボール大会 個人利用（１８時～２２時）

福岡市民総合スポーツ大会ミニバスケットボール東区予選 東区各段級別・女子部門別剣道選手権大会

東区各段級別・女子部門別剣道選手権大会

23 日

22 土

26 水
サンダーバード（バレーボール） 福岡プロバスケットボール株式会社 福岡プロバスケットボール株式会社 香住丘ミニバスケットボールクラブ C.C.H（バスケットボール）
東マスカット　インディアカ ドリームクラブ（テニス） Works　RG　ジュニア（新体操） Gromits（バスケットボール）

27 木
LIBALL（バスケットボール）

28 金
EBC（バドミントン） アドバンテージテニスクラブ 福岡東トランポリンクラブ 長沢裕美子バトンスタジオ

クリオ（バドミントン） かすみ（バウンドテニス）
フォローアップ教室 個人利用（１５時～１９時） フォローアップ教室

長沢裕美子バトンスタジオ

オレンジ（バレーボール） アドバンテージテニスクラブ 山崎新体操クラブ CONAN（バスケットボール）

29

１７：００　～　２２：００ 武　　道　　室

健　康　相　談　室

限　定　な　し 日

卓　　　　球 毎　　日   ９：００　～　２２：００ 小　体　育　室
卓　　　　球 土　・　日　・　祝 １３：００　～　１７：００ 武　　道　　室

　　　　　※ 競技場以外では、次のとおり個人利用枠を設けています。
種　目 曜　日 時　間　帯 室　　名

限　定　な　し 土　・　日　・　祝 １３：００　～　１７：００

30 日

JPL（バスケットボール）
サンダーバード（バレーボール） 東マスカット　インディアカ

赤ペンクラブ（バドミントン） アドバンテージテニスクラブ ゆりの樹　Baton　Studio ゆりの樹　Baton　Studio



全面予約済みです。　　利用は出来ません。

利用可能です。　　ただし、今後団体利用申込が入れば利用できません。

平成　３０　年　８　月　２１　日　現在
　　　　　　※ 変更の可能性があります。　最新の利用予定については東体育館にお問合せください。（TEL　672-0301）

平成３０年１０月　　東体育館利用予定表

　（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。）

日 曜
競　技　場

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 月

2 火
Eサークル（テニス） LIBALL（バスケットボール） チームS4（バドミントン）

福岡プロバスケットボール株式会社 香住丘ドッジボールクラブ ふりーだむ（バスケットボール）

Love　to　Love　クラブ（テニス） かすみ（バウンドテニス） 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

東マスカット　インディアカ 福岡プロバスケットボール株式会社 福岡プロバスケットボール株式会社 MAKIバトントワラーズ MAKIバトントワラーズ

第32回市民総合スポーツ大会福岡市レディース区対抗バドミントン大会東区　予選会

3 水
ミッフィー（バドミントン） Eサークル（テニス） 福岡東トランポリンクラブ MAKIバトントワラーズ MAKIバトントワラーズ

あおぞらクラブ（バドミントン）

6 土

5 金
Works　RG　ジュニア（新体操）

個人利用

4 木
CONAN（バスケットボール）

オレンジ（バレーボール） ビギナーズ（テニス） 福岡東トランポリンクラブ

チームS4（バドミントン）
花園クラブ（バドミントン） 花園クラブ（バドミントン）

あおぞらクラブ（バドミントン） かすみ（バウンドテニス）
クリオ（バドミントン） まつぼっくりスポーツクラブ（体操）

福岡市バスケットボール協会　ナイトリーグ大会

EBC（バドミントン） ビギナーズ（テニス）

7 日

10 水
東マスカット　インディアカ 福岡プロバスケットボール株式会社 福岡プロバスケットボール株式会社 香住丘ミニバスケットボールクラブ

8 月

9 火
ミッフィー（バドミントン） ひまわり（テニス） かようクラブ（バドミントン） 香住丘ドッジボールクラブ
そよかぜ（バドミントン） Eサークル（テニス） 福岡東トランポリンクラブ ゆりの樹　Baton　Studio

体育の日無料開放

MAKIバトントワラーズ

11 木
クリオ（バドミントン） かすみ（バウンドテニス） 福岡プロバスケットボール株式会社 CONAN（バスケットボール）

ビギナーズ（テニス）
あおぞらクラブ（バドミントン） アドバンテージテニスクラブ 山崎新体操クラブ

14 日

13 土

12 金
福岡東トランポリンクラブ ゆりの樹　Baton　Studio

スリーエスジュニアバドミントン大会 バドミントン個人利用（１８時～２２時）

九州、沖縄ブロック太極拳　技能検定二段受験者対象講習会
WLUCKS（バスケットボール） RHYTHM（バスケットボール）

ロジーナ（バスケットボール） balance（バスケットボール）

ゆりの樹　Baton　Studio
ゆりの樹　Baton　Studio

15 月

16 火

EBC（バドミントン）
あおぞらクラブ（バドミントン）

福岡プロバスケットボール株式会社

ひまわり（テニス）
福岡プロバスケットボール株式会社

まつぼっくりスポーツクラブ（体操）

定期点検日

あおぞらクラブ（バドミントン） かようクラブ（バドミントン） かようクラブ（バドミントン） 迷探偵コニャン（フットサル） 迷探偵コニャン（フットサル）

そよかぜ（バドミントン） Eサークル（テニス） 福岡プロバスケットボール株式会社 香住丘ドッジボールクラブ ゆりの樹　Baton　Studio
ふりーだむ（バスケットボール）

JPL（バスケットボール）

19 金
クリオ（バドミントン） ビギナーズ（テニス） 福岡東トランポリンクラブ ゆりの樹　Baton　Studio

17 水

18 木
ゆりの樹　Baton　Studio
ゆりの樹　Baton　Studio

あかちゃんといっしょ
福岡東トランポリンクラブ 香住丘ミニバスケットボールクラブ

ドリームクラブ（テニス） Works　RG　Fukuoka（新体操）

21 日

20 土

東区子ども会育成連合会レクリエーション

1年生大会 バドミントン個人利用（２０時～２２時）

balance（バスケットボール） balance（バスケットボール）
Room　へちょ（バスケットボール） Room　へちょ（バスケットボール）

24 水
ゆりの樹　Baton　Studio ふりーだむ（バスケットボール）

Works　RG　Fukuoka（新体操） ゆりの樹　Baton　Studio

22 月

23 火

東マスカット　インディアカ かすみ（バウンドテニス） ドリームキャッチャー（バドミントン） ドリームキャッチャー（バドミントン）

EBC（バドミントン）
つばさクラブ（バドミントン） かようクラブ（バドミントン） かようクラブ（バドミントン） ゆりの樹　Baton　Studio

福岡市バスケットボール協会　ナイトリーグ大会

クリオ（バドミントン） Eサークル（テニス） ドリームクラブ（テニス）

25 木
あおぞらクラブ（バドミントン） かすみ（バウンドテニス） 福岡東トランポリンクラブ 福岡東トランポリンクラブ

オレンジ（バレーボール） アドバンテージテニスクラブ ゆりの樹　Baton　Studio

28 日

27 土

26 金
赤ペンクラブ（バドミントン） ビギナーズ（テニス） 福岡東トランポリンクラブ

限　定　な　し 日 １７：００　～　２２：００ 武　　道　　室

卓　　　　球 毎　　日   ９：００　～　２２：００ 小　体　育　室
卓　　　　球 土　・　日　・　祝 １３：００　～　１７：００ 武　　道　　室

29 月

30 火

種　目 曜　日 時　間　帯 室　　名
限　定　な　し 土　・　日　・　祝 １３：００　～　１７：００ 健　康　相　談　室

LIBALL（バスケットボール）

ゆりの樹　Baton　Studio

MAKIバトントワラーズ
ドリームキャッチャー（バドミントン）

Eサークル（テニス） 福岡東トランポリンクラブ
かようクラブ（バドミントン） かようクラブ（バドミントン）

EBC（バドミントン） かすみ（バウンドテニス）
Love　to　Love　クラブ（テニス）

　　　　　※ 競技場以外では、次のとおり個人利用枠を設けています。
福岡プロバスケットボール株式会社 福岡プロバスケットボール株式会社 Works　RG　Fukuoka（新体操） JPL（バスケットボール）

31 水
ヴィンテージ福岡（バドミントン） ドリームクラブ（テニス） ドリームキャッチャー（バドミントン） ドリームキャッチャー（バドミントン）

香住丘ミニバスケットボールクラブ

Works　RG　Fukuoka（新体操） MAKIバトントワラーズドリームクラブ（テニス）

平成30年度第32回市民総合スポーツ大会スポーツチャンバラ大会 体育の日無料開放　準備

福岡市バスケットボール協会　ナイトリーグ大会

フォローアップ教室 個人利用（１５時～１９時） フォローアップ教室

MAKIバトントワラーズ
あおぞらクラブ（バドミントン） フェニックス（バレーボール） ドリームクラブ（テニス） MAKIバトントワラーズ

花園クラブ（バドミントン）

福岡市バスケットボール協会　ナイトリーグ大会

赤ペンクラブ アドバンテージテニスクラブ 山崎Jr新体操クラブ

ふりーだむ（バスケットボール）

A・B・Cバドミントンクラブ

ホーキーズ（バレーボール） LIBALL（バスケットボール） JPL（バスケットボール）

香住丘ドッジボールクラブ

ヴィンテージ福岡（バドミントン）

東マスカット　インディアカ

ウィークデーリーグバレーボール大会

フォローアップ教室 個人利用（１５時～１９時） フォローアップ教室

第3回リズミックカラテ　クオレ　空手道選手権大会団体戦

第3回リズミックカラテ　クオレ　空手道選手権大会団体戦

第25回福岡県実業団大会兼第7回九州実業団大会　トーナメント戦
DAB-DUB（バスケットボール）

スピードマスター（バスケットボール）

チームS4（バドミントン）
ふりーだむ（バスケットボール）

チームS4（バドミントン）
ドリームキャッチャー（バドミントン）

クリオ（バドミントン）
あおぞらクラブ（バドミントン）

MAKIバトントワラーズ　ジュニア

チームHACHI（バレーボール）


