
全面予約済みです。　　利用は出来ません。
団体利用として利用可能です。　　ただし、個人利用の申込はできません。
個人利用として利用可能です。　（電話での完全予約制）ただし、団体利用申込はできません。

2 土

ドリーム　クラブ（テニス） Ｄ－ＰＯＰ（新体操） バズー（バスケットボール）

5 火

4 月

3 日

6 水

福岡市中学校新人体育大会バレーボール大会

令和２年度福岡グラスバスケットボールリーグ

Works RG Fukuoka（新体操） ＴＧダンス

11 月 東・西対抗イベント

10 日

8 金

9 土

7 木

13

ドリーム・キャッチャー（バドミントン）

15 金

16 土 個人利用（１０時～２１時）

夜間１（18:00～20:00） 夜間２（20:00～22:00）

1 金

令和３年１月　　東体育館利用予定表

　

　　　　　　※ 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　２　年　１２　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）

あおぞらクラブ（バドミントン） ビギナーズ（テニス） Ｋ　センター（バドミントン） ＴＧダンス
オレンジ（バレーボール） ビギナーズ（テニス） 山﨑新体操クラブ スポーツサークル　プレジャー（バレーボール）

14 木
ひまわり（バウンドテニス）

ふりーだむ。（バスケットボール）

ＴＧダンス
ベル・ルーン（ダンス）

福岡東トランポリンクラブ ＣＯＮＡＮ（バスケットボール）

福岡東トランポリンクラブ Works RG Fukuoka（新体操）

12 火
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） 香住丘ドッジボールクラブ

東マスカット　インディアカ ドリーム　クラブ（テニス） Ｋ　センター（バドミントン）
水

ＥＢＣ（バドミントン）

Love to Love クラブ（テニス） 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） ドリーム・キャッチャー（バドミントン）

19 火
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 放課後等デイサービスＰａｄｄｌｅ（バドミントン）

17 日

18 月

クリオ（バドミントン） かすみ（バウンドテニス） 放課後等デイサービスＰａｄｄｌｅ（バドミントン）

第７８回東区家庭婦人親善卓球大会

定期点検日

Works RG Fukuoka（新体操） 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） ドリーム・キャッチャー（バドミントン）

ＰＥＣＯ（バスケットボール） ＷＬＵＣＫＳ（バスケットボール）

ロジーナ（バスケットボール） ロジーナ（バスケットボール）

20 水
サンダーバード サンダーバード 香住丘ワイルドベアーズ（バスケットボール）

22 金

チームＳ４（バドミントン）
球友クラブ（バレーボール） 球友クラブ（バレーボール） Works RG Fukuoka（新体操） Ｃ．Ｃ．Ｈ（バスケットボール）

ＴＧダンス

23 土

ＴＧダンス
東マスカット　インディアカ ドリーム　クラブ（テニス） ＣＯＮＡＮ（バスケットボール） ふりーだむ。（バスケットボール）

21 木
そよかぜ（バドミントン） ひまわり（バウンドテニス） 福岡東トランポリンクラブ ＭＡＫＩバトントワラーズ　ジュニア

個人利用（１０時～２１時）

オレンジ（バレーボール） ビギナーズ（テニス） Works RG Fukuoka（新体操） ＴＧダンス
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 山﨑Ｊｒ新体操クラブ

28 木

27 水

26 火

25 月

24 日

29 金

30 土

ミッフィー（バドミントン）
赤ペンクラブ（バドミントン）

山﨑新体操クラブ スポーツサークル　プレジャー（バレーボール）

ＭＡＫＩバトントワラーズ ＭＡＫＩバトントワラーズ
ビギナーズ（テニス）

アドバンテージテニスクラブ

ＰＡＬＰＵＮＴＥ（バスケットボール）

種　目 曜　日 時　間　帯 室　　名

31 日
Ｄ－ＰＯＰ（新体操）

福岡市東区小学生バスケットボール連盟　下級生大会

福岡市東区小学生バスケットボール連盟　下級生大会

卓　　　　球 土　・　日　・　祝 １３：００　～　１７：００ 武　　道　　室
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

年始休館日

年始休館日

年始休館日

年始休館日

全九州中学生バスケットボール大会

全九州中学生バスケットボール大会

Works RG Fukuoka（新体操）
福岡市中学校新人体育大会バレーボール大会　前日準備

ビギナーズ（テニス）
あおぞらクラブ（バドミントン） ビギナーズ（テニス）

ＥＢＣ（バドミントン） ひまわり（バウンドテニス） Ｄ－ＰＯＰ（新体操） とびうめジュニア女子（フットサル） ふりーだむ。（バスケットボール）

そよかぜ（バドミントン） ベル・ルーン（ダンス） まつぼっくりスポーツクラブ（体操） とびうめジュニア男子（ハンドボール） ＴＧダンス

ＴＧダンス

チームＳ４（バドミントン）
クリオ（バドミントン） ＭＡＫＩバトントワラーズ ふりーだむ。（バスケットボール）

ヴィクトワール（バレーボール）

福岡市東区小学生バスケットボール連盟　下級生大会
colorｓ（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） 福岡東トランポリンクラブ ＭＡＫＩバトントワラーズ　ジュニア チームＳ４（バドミントン）

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） Works RG Fukuoka（新体操） チームＳ４（バドミントン）
東マスカット　インディアカ Ｅサークル（テニス） ケントスアカデミーＡ（体操） FAB CATS（バスケットボール）

ＲＨＹＴＨＭ（バスケットボール）

つばさクラブ（バドミントン） ＭＡＫＩバトントワラーズ 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） 放課後等デイサービスＰａｄｄｌｅ（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）

香住丘ワイルドベアーズ（バスケットボール） Ｃ．Ｃ．Ｈ（バスケットボール）東マスカット　インディアカ
バード（バレーボール） 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）

クリオ（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 ＭＡＫＩバトントワラーズ



全面予約済みです。　　利用は出来ません。
団体利用として利用可能です。　　ただし、個人利用の申込はできません。
個人利用として利用可能です。　（電話での完全予約制）ただし、団体利用申込はできません。

個人利用（１０時～２１時）

個人利用（１０時～２１時）

香住丘ミニバスケットボールクラブ Ｄ－ＰＯＰ（新体操）

かすみ（バウンドテニス） ケントスアカデミーＡ（体操）

令和３年２月　　東体育館利用予定表

　　　　　　※ 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　２　年　１２　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）

1 月
東マスカット　インディアカ 動物園（バスケットボール） 福岡東トランポリンクラブ 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） ＭＡＫＩバトントワラーズ ベル・ルーン（ダンス）

invest（バスケットボール）

バード（バレーボール） Ballistix（バスケットボール） ベル・ルーン（ダンス）
3 水

ミッフィー（バドミントン） ドリーム　クラブ（テニス） Works RG Fukuoka（新体操）

2 火
ミッフィー（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） 香住丘ミニバスケットボールクラブ Ｄ－ＰＯＰ（新体操）

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）

ロジーナ（バスケットボール）

そよかぜ（バドミントン） ＭＡＫＩバトントワラーズ ベル・ルーン（ダンス）
4 木

かすみ（バウンドテニス） 福岡東トランポリンクラブ ＭＡＫＩバトントワラーズ

福岡市東区小学生バスケットボール連盟　冬季リーグ

5 金

6 土

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 FBジュニアバトンチーム FBジュニアバトンチーム
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 福岡ファイヤーバードバトンチーム 福岡ファイヤーバードバトンチーム

ベル・ルーン（ダンス）
8 月

Love to Love クラブ（テニス） 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）

7 日

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） ケントスアカデミーＡ（体操） ＭＡＫＩバトントワラーズ

Ｄ－ＰＯＰ（新体操）
ベル・ルーン（ダンス）

福岡市東区小学生バスケットボール連盟　冬季リーグ

10 水
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）

ドリーム・キャッチャー（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） かようクラブ（バドミントン） スリーエス（バドミントン） スリーエス（バドミントン）
9 火

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） ドリーム・キャッチャー（バドミントン）

Stars（バドミントン）
ミッフィー（バドミントン） 香住丘ワイルドベアーズ（バスケットボール） Gromits（バスケットボール）

12 金

13 土

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 ロジーナ（バスケットボール）
11 木

とびうめジュニア男子（ハンドボール）

ミッフィー（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 ゆりの樹 Baton Studio ゆりの樹 Baton Studio
赤ペンクラブ（バドミントン） ビギナーズ（テニス） 山﨑新体操クラブ ＲＨＹＴＨＭ（バスケットボール）

第４１回東体育館開館記念東区ママさんバレーボール大会

個人利用（１０時～２１時）

15 月

ＴＧダンス
アブ・フーリ（バスケットボール） アブ・フーリ（バスケットボール）

14 日
ＴＧダンス

第３７回東区校区親善卓球大会

17 水
球友クラブ（バレーボール） 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）

ふりーだむ。（バスケットボール）

あおぞらクラブ（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） 香住丘ミニバスケットボールクラブ Stars（バドミントン）
16 火

Love to Love クラブ（テニス） かすみ（バウンドテニス） 放課後等デイサービスＰａｄｄｌｅ（バドミントン） 香住丘ミニバスケットボールクラブ

19 金

20 土

Stars（バドミントン）
そよかぜ（バドミントン） ひまわり（バウンドテニス） MAKIバトントワラーズ ベル・ルーン（ダンス）

18 木
ＥＢＣ（バドミントン） 福岡東トランポリンクラブ ＭＡＫＩバトントワラーズ

オレンジ（バレーボール） ビギナーズ（テニス） 山﨑Ｊｒ新体操クラブ スポーツサークル　プレジャー（バレーボール）

invest（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）

21 日

22 月
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）

スリーエス（バドミントン）

ＲＨＹＴＨＭ（バスケットボール）

ＲＨＹＴＨＭ（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） ケントスアカデミーＡ（体操）
スリーエス（バドミントン）

第４１回東区クラブ対抗バドミントン大会

23 火

24 水
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）

Love to Love クラブ（テニス） かすみ（バウンドテニス） Ｅサークル（テニス）
Ｄ－ＰＯＰ（新体操）

ＴＧダンス
ライオンズカップ

25 木
つばさクラブ（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 ＭＡＫＩバトントワラーズ

ベル・ルーン（ダンス）
サンダーバード（バレーボール） 香住丘ワイルドベアーズ（バスケットボール） Stars（バドミントン）

ベル・ルーン（ダンス）
クリオ（バドミントン） ＭＡＫＩバトントワラーズ Stars（バドミントン）

26 金

27 土

あおぞらクラブ（バドミントン） ビギナーズ（テニス） 山﨑Ｊｒ新体操クラブ ＲＨＹＴＨＭ（バスケットボール）

ミッフィー（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 Works RG ジュニア（新体操） Stars（バドミントン）

28 日

　　　　　※ 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 健　康　相　談　室

令和２年度福岡グラスバスケットボールリーグ

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

福岡東トランポリンクラブ Ｋ　センター（バドミントン）

定期点検日

Stars（バドミントン）
ミッフィー（バドミントン） Ｋ　センター（バドミントン） ベル・ルーン（ダンス）

ＴＧダンス
Ｄ－ＰＯＰ（新体操）


