
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。

こどものアソビバ

とびうめジュニア男子（ハンドボール） Eサークル（テニス） ゆりの樹　Baton　Studio ゆりの樹　Baton　Studio ヤニエスタFC（フットサル）

個人利用

第21回東区ママさんバレーボールシニア、いそじ、ことぶき交流大会
PECO（バスケットボール）
V・I倶楽部（バスケットボール）

夏休み短期集中！かけっこ教室①②

Works　RG　Fukuoka（新体操） チームS4（バドミントン）
香住丘ミニバスケットボールクラブ ベル・ルーン（ダンス）

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 香住丘ワイルドベアーズ（バスケットボール） studio　GRAIN（ダンス）
吉塚中学校　男子ハンドボール部 吉塚中学校　男子ハンドボール部 千早西ミニバス（バスケットボール） ベル・ルーン（ダンス）

夏休み短期集中！かけっこ教室①②

福岡市中学校総合体育大会　卓球競技東区大会

福岡市中学校総合体育大会　卓球競技東区大会

福岡市中学校総合体育大会　東区バスケットボール大会

福岡市中学校総合体育大会　東区バスケットボール大会 福岡市中学校総合体育大会　バレーボール大会

福岡市中学校総合体育大会　バレーボール大会

アドバンテージテニスクラブ 山﨑新体操クラブ Works　RG　Fukuoka（新体操） balance（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） 放課後等デイサービス　Paddle（バドミントン） MAKIバトントワラーズ MAKIバトントワラーズ

ドリーム　クラブ（テニス） Works　RG　Fukuoka（新体操） チームS4（バドミントン）

ゆりの樹　Baton　Studio

日 １７：００　～　２２：００

室　　名
土　・　日　・　祝 １３：００　～　１７：００ 健　康　相　談　室

武　　道　　室
武　　道　　室

曜　日

サンサンスポーツ教室（体操） 香住丘ワイルドベアーズ（バスケットボール） チームS4（バドミントン）
東マスカット　インディアカ ゆりの樹　Baton　Studio ゆりの樹　Baton　Studio ベル・ルーン（ダンス） Parfumz（バスケットボール）

クリオ（バドミントン） 香住丘ドッジボールクラブ

福岡プロバスケットボール株式会社

Gromits（バスケットボール）

EBC（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 チームS4（バドミントン）
そよかぜ（バドミントン） 香住丘ドッジボールクラブ ベル・ルーン（ダンス）

吉塚中学校　男子ハンドボール部 サンサンスポーツ教室（体操）

福岡東トランポリンクラブ ゆりの樹　Baton　Studio ベル・ルーン（ダンス）

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） 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）

Love　to　Love　クラブ（テニス） ひまわり（バウンドテニス）

ドリーム　クラブ（テニス）

福岡東トランポリンクラブ

東マスカット　インディアカ フェニックス（バレーボール） キッズ運動チャレンジ教室Ⅰ①② 香住丘ミニバスケットボールクラブ Gromits（バスケットボール）

EBC（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） 福岡東トランポリンクラブ 福岡東トランポリンクラブ RHYTHM（バスケットボール）Works　RG　Fukuoka（新体操）

チームS4（バドミントン）
MAKIバトントワラーズ

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

ゆりの樹　Baton　Studio

キャッツ（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 山﨑新体操クラブ RHYTHM（バスケットボール）

ゆりの樹　Baton　Studio

フォローアップ教室 フォローアップ教室

かようクラブ（バドミントン）

MAKIバトントワラーズ　ジュニア

Love　to　Love　クラブ（テニス） ひまわり（バウンドテニス） サンサンスポーツ教室（体操） MAKIバトントワラーズ MAKIバトントワラーズ
Eサークル（テニス） 放課後等デイサービス　Paddle（バドミントン） ゆりの樹　Baton　Studio ゆりの樹　Baton　Studio

ドリームキャッチャー（バドミントン）かようクラブ（バドミントン）
Works　RG　Fukuoka（新体操） ゆりの樹　Baton　Studio

第140回ウィークデーリーグバレーボール大会
香住丘ミニバスケットボールクラブ

ドリームキャッチャー（バドミントン）

MAKIバトントワラーズ　ジュニア

火

11 木

13 土

14 日

10

EBC（バドミントン）

Love　to　Love　クラブ（テニス） ひまわり（バウンドテニス） サンサンスポーツ教室（体操）
東マスカット　インディアカ かようクラブ（バドミントン） かようクラブ（バドミントン）
あおぞらクラブ（バドミントン）

12 金

MAKIバトントワラーズ

山﨑新体操クラブ
赤ペンクラブ（バドミントン） ビギナーズ（テニス） 福岡県立香住丘高等学校女子バスケットボール部

ドリーム　クラブ（テニス） Works　RG　Fukuoka（新体操）

香住丘ミニバスケットボールクラブ

オレンジ（バレーボール） ビギナーズ（テニス）
ゆりの樹　Baton　Studio

福岡市中学校総合体育大会　東区バスケットボール大会

あいくるがやってくる！

RHYTHM（バスケットボール）

balance（バスケットボール）

MAKIバトントワラーズ

九産大ニュースポーツ愛好会　Liberta

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）

Works　RG　Fukuoka（新体操） ふりーだむ。（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）

福岡県学生バスケットボールリーグ連盟　春リーグ

Eサークル（テニス） 放課後等デイサービス　Paddle（バドミントン）

ミッフィー（バドミントン） かようクラブ（バドミントン） 放課後等デイサービス　Paddle（バドミントン）

個人利用（２０時～２２時）

ゆりの樹　Baton　Studio
キッズ運動チャレンジ教室Ⅰ①②

令和元年７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）
令和　元　年　６　月　２０　日　現在

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）

東マスカット　インディアカ

水

金

6 土

7 日

8

火

5

水

ミッフィー（バドミントン）

1 月

2 火

4

そよかぜ（バドミントン）

木

21 日

17

18

19

土

水

3

ドリーム　クラブ（テニス）

15

20

月

木

金

定期点検日16

ベル・ルーン（ダンス）
かすみ（バウンドテニス） 福岡東トランポリンクラブ

ビギナーズ（テニス）

月

9

あおぞらクラブ（バドミントン） Eサークル（テニス）

22

29 月

日

30 火

27 土

月

火

25 木

23

24 水

26 金

　　　　　※ 競技場以外では、次のとおり個人利用枠を設けています。

28

かすみ（バウンドテニス） MAKIバトントワラーズ

卓　　　　球 土　・　日　・　祝 １３：００　～　１７：００

種　目

ドリームキャッチャー（バドミントン）

限　定　な　し

限　定　な　し
時　間　帯

そよかぜ（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）

31 水

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 balance（バスケットボール）

WLUCKS（バスケットボール）

RHYTHM（バスケットボール）

ドリームキャッチャー（バドミントン）

毎　　日   ９：００　～　２２：００ 小　体　育　室

原ers（バレーボール） 千早西ミニバス（バスケットボール）

とびうめジュニア男子（ハンドボール）

吉塚中学校　男子ハンドボール部

Love　to　Love　クラブ（テニス）

香住丘ワイルドベアーズ（バスケットボール）

MAKIバトントワラーズ

Works　RG　ジュニア（新体操） 竜兵会（バスケットボール）

そよかぜ（バドミントン） Eサークル（テニス） 放課後等デイサービス　Paddle（バドミントン）

卓　　　　球

夏休み短期集中！かけっこ教室①②



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。

weave（バスケットボール）

ゆりの樹　Baton Studio

一般社団法人TSO（バスケットボール）

香住丘ワイルドベアーズ（バスケットボール）

ゆりの樹　Baton Studio Ballistix（バスケットボール） balance（バスケットボール）

福岡sped隊（バドミントン）ゆりの樹　Baton Studio 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

香住丘ミニバスケットボールクラブ

ゆりの樹　Baton Studio

balance（バスケットボール）

balance（バスケットボール）

全九州私立高等学校バレーボール選手権

全九州私立高等学校バレーボール選手権

個人利用

フォローアップ教室 フォローアップ教室

そよかぜ（バドミントン）

Room　へちょ（フットサル） ゆりの樹　Baton Studio

ふりーだむ。（バスケットボール）

午後１（12:00～15:00） 午後２（15:00～18:00）

RHYTHM（バスケットボール）

あおぞらクラブ（バドミントン） ゆりの樹　Baton Studio 香住丘ミニバスケットボールクラブ

studio GRAIN（ダンス）

令和元年８月　　東体育館利用予定表

土

26 月

ドリーム　クラブ（テニス）
福岡東トランポリンクラブ

竜兵会（バスケットボール）

チームS4（バドミントン）
balance（バスケットボール）

27

Love to Love クラブ（テニス） かすみ（バウンドテニス）
香住丘ワイルドベアーズ（バスケットボール）

ふりーだむ。（バスケットボール）

チームS4（バドミントン）

サンサンスポーツ教室（体操）

ドリームキャッチャー（バドミントン）

香住丘ドッジボールクラブ

香住丘ワイルドベアーズ（バスケットボール）

ふりーだむ。（バスケットボール）福岡プロバスケットボール株式会社

ドリームキャッチャー（バドミントン）放課後等デイサービス　Paddle（バドミントン）

ひまわり（バウンドテニス）
29

EBC（バドミントン）
そよかぜ（バドミントン）

28 水

木

30 金
フェニックス（バレーボール）
赤ペンクラブ（バドミントン）

2

1 木

日 曜

夏休み短期集中！かけっこ教室①②

香住丘ミニバスケットボールクラブ

あおぞらクラブ（バドミントン） Eサークル（テニス） かようクラブ（バトミントン）

ベル・ルーン（ダンス）

ハカタテニスサークル

そよかぜ（バドミントン） ひまわり（バウンドテニス）

ゆりの樹　Baton Studio

かすみ（バウンドテニス） サンサンスポーツ教室（体操）

Eサークル（テニス）

ビギナーズ（テニス）

夏休み短期集中！かけっこ教室①② ハカタテニスサークル

あおぞらクラブ（バドミントン） ビギナーズ（テニス） 福岡プロバスケットボール株式会社

13 火

金

限　定　な　し 日 １７：００　～　２２：００ 武　　道　　室

限　定　な　し 土　・　日　・　祝 １３：００　～　１７：００ 健　康　相　談　室
卓　　　　球 毎　　日   ９：００　～　２２：００ 小　体　育　室

土　・　日　・　祝卓　　　　球 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

25 日

九州大学バドミントン愛好会
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

21 水

17 土

14
EBC（バドミントン）

かようクラブ（バドミントン） Eサークル（テニス）
火

ゆりの樹　Baton Studio

室　　名時　間　帯

31

23 金

24 土

赤ペンクラブ（バドミントン）

18 日

11

22 木

クリオ（バドミントン）

ゆりの樹　Baton Studio
ゆりの樹　Baton Studio

studio GRAIN（ダンス）

水

12

クリオ（バドミントン）

日
ゆりの樹　Baton Studio

定期点検日

DNTQ（バスケットボール）

ドリームキャッチャー（バドミントン）アドバンテージテニスクラブ

19 月

20 火

16

7 水

8

9 金
ゆりの樹　Baton Studio

ドリームキャッチャー（バドミントン）

福岡東トランポリンクラブ

15 木

月

AGILITY（バスケットボール）

10 土

福岡プロバスケットボール株式会社

かすみ（バウンドテニス）

山崎Jr新体操クラブ
ドリームキャッチャー（バドミントン）

木

6

Eサークル（テニス） 福岡東トランポリンクラブ

火

5 月

野多目バトンクラブ

4

球友クラブ（バレーボール）

日

あおぞらクラブ（バドミントン） Eサークル（テニス） かようクラブ（バトミントン）

Love to Love クラブ（テニス）

アドバンテージテニスクラブ 野多目バトンクラブ

夏休み短期集中！かけっこ教室①② ハカタテニスサークル

アドバンテージテニスクラブ
赤ペンクラブ（バドミントン）

そよかぜ（バドミントン） FBジュニアバトンチーム
balance（バスケットボール）

ヴィクトワール（バレーボール）

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）

チームS4（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）

PALPUNTE（バスケットボール）

ドリームキャッチャー（バドミントン）

金

3

　（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）

山崎Jr新体操クラブ

ゆりの樹　Baton Studioひまわり（バウンドテニス）

balance（バスケットボール）

土

ドリーム　クラブ（テニス）東マスカット　インディアカ

香住丘ドッジボールクラブ

Gromits（バスケットボール）

香住丘ミニバスケットボールクラブ
ゆりの樹　Baton Studio
ゆりの樹　Baton Studio

Works RG Fukuoka（新体操）

香住丘ワイルドベアーズ（バスケットボール）

RHYTHM（バスケットボール）

令和　元　年　６　月　２０　日　現在

第9回全国ママさんバレーボール冬季大会（市予選） 個人利用（18時～22時）

福岡グラスバスケットボールリーグ

ドリームキャッチャー（バドミントン）

ふりーだむ。（バスケットボール）

夜間２（20:00～22:00）夜間１（18:00～20:00）
競　技　場

午前（9:00～12:00）

ビギナーズ（テニス）

ドリームキャッチャー（バドミントン）

つばさクラブ（バドミントン）

EBC（バドミントン）

KAGO CAMP

KAGO CAMP

ベル・ルーン（ダンス）

野多目バトンクラブ

ゆりの樹　Baton Studio balance（バスケットボール）

個人利用

千早西ミニバス
ゆりの樹　Baton Studio

ベル・ルーン（ダンス）

夏休み短期集中！かけっこ教室①② かすみ（バウンドテニス） ゆりの樹　Baton Studio

夏休み短期集中！かけっこ教室①②

夏休み短期集中！かけっこ教室①②

FBジュニアバトンチーム
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）

アドバンテージテニスクラブ

ドリーム　クラブ（テニス）
福岡東トランポリンクラブ

かすみ（バウンドテニス）

studio GRAIN（ダンス）
福岡プロバスケットボール株式会社

九州大学バドミントン愛好会
オレンジ（バレーボール）

STAR（バドミントン）

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

第20回東区団体リーグ卓球大会　第15回東区ラージボール大会

第10回東区高齢者ソフトダーツ大会

第37回福岡市こども空手大会 個人利用（18時～22時）

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 Works RG Fukuoka（新体操）

balance（バスケットボール）

ゆりの樹　Baton Studio

RHYTHM（バスケットボール）

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
ゆりの樹　Baton Studio

福岡プロバスケットボール株式会社

福岡sped隊（バドミントン）
PALPUNTE（バスケットボール）

balance（バスケットボール）
STAR（バドミントン）


