
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。

26 火

27 水

28 木

29 金

30 土

15 金

16 土 福岡市中学校総合体育大会バスケットボール競技東区大会

17 日 福岡市中学校総合体育大会バスケットボール競技東区大会

18 月 福岡市中学校総合体育大会バスケットボール競技東区大会

4 月

5 火

6 水

7 木

8 金

令和４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　４　年　6　月　18　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）

卓　球　以　外 土 ・ 日 ・ 祝 １３：００　～　１７：００ 武　　道　　室
卓　球　以　外 日 １７：００　～　２１：００ 武　　道　　室
卓　球　以　外 土 ・ 日 ・ 祝 １３：００　～　１７：００ 健　康　相　談　室

卓　　球 毎　　日 １０：００　～　２１：００ 小　体　育　室

31 日 第24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

　　　　　※ 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

AB-FLUG（バスケットボール） SPADRISH（バスケットボール）

MAKIバトントワラーズジュニア SPADRISH（バスケットボール）

福岡市ミニバスケットボール福岡市交歓大会 利用不能

夏休みかけっこ教室 ビギナーズ（テニス） 福岡プロバスケットボールクラブ株式会社 福岡No Limit　Futureｓ（バスケットボール） 福高クラブ（バスケットボール）

水金クラブ（バドミントン） D-POP（体操・ダンス）
クリオ（バドミントン）

D-POP（体操・ダンス） MAKIバトントワラーズ 和白スポーツ部（バスケットボール） Cranes（バスケットボール）

ビギナーズ（テニス） MAKIバトントワラーズジュニア AMMY’S（体操、ダンス） balance（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） Colac,o Fukuoka(フットサル）

西花畑バトンクラブ ふりーだむ。（バスケットボール）

夏休みかけっこ教室

EBC（バドミントン）

D-POP（体操・ダンス） TGダンス
22 金

23 土 ミニバスケットボールサンシャインカップ予選

24 日 福岡市ミニバスケットボール福岡市交歓大会

25 月

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

21 木

FADS（バスケットボール）

あおぞらクラブ（バドミントン） かすみ（バウンドテニス） ゆりの樹Batton Studio MAKIバトントワラーズ RHYTHM（バスケットボール）

東マスカットインディアカ ゆりの樹Batton Studio ケントスアカデミーB（体操・ダンス） Lobbing（バドミントン）

東マスカットインディアカ 水金クラブ（バドミントン） 子ども体操教室Ⅰ Works RG ジュニア（新体操） C.C.H（バスケットボール）

ESTAテニス かすみ（バウンドテニス） TGダンス Lobbing（バドミントン） FCリュウノ（フットサル）

20 水

AGILITY（バスケットボール）

定期点検日19 火

MAKIバトントワラーズジュニア BowlS（バスケットボール）

MAKIバトントワラーズ MAKIバトントワラーズ
EBC（バドミントン） ビギナーズ（テニス） Gromits（バスケットボール） Works RG ジュニア（新体操） BowlS（バスケットボール）

東マスカットインディアカ 精華学園高等学校福岡東校（バドミントン） 福岡プロバスケットボールクラブ株式会社

赤ペンクラブ（バドミントン） アドバンテージテニス

14

balance（バスケットボール）

EBC（バドミントン）

ドリームクラブ（テニス） 香住丘ワイルドベアーズ（バスケットボール） D-POP（体操・ダンス）
ESTA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 YOASOBIバドミントンクラブ

13 水 東区ウィークデーリーグ大会第145回

木

Gromits（バスケットボール） STAR（バドミントン） STAR（バドミントン）
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）

10 日 参議院議員選挙

11 月

12 火
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）

9 土 福岡市中学校総合体育大会バスケットボール競技東区大会

ケントスアカデミーB（体操・ダンス） H2O（バスケットボール） H2O（バスケットボール）
そよかぜ（バドミントン） ミッフィー(バドミントン） 放課後等デイサービスPaddle(バドミントン） 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）

Eサークル（テニス） 村人B（バレーボール） RHYTHM（バスケットボール）
参議院議員選挙

キャッツ（バレーボール） 福岡プロバスケットボールクラブ株式会社 福岡プロバスケットボールクラブ株式会社 H2O（バスケットボール） WLUCKS(バスケットボール）

ミッフィー(バドミントン） FYYバドミントンクラブ FYYバドミントンクラブ CONAN（バスケットボール） 〇八ホルモン（バレーボール）

EBC（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 山崎Jr新体操クラブ balance（バスケットボール）

サンダーバード（バレーボール） クラブ絆（バドミントン） 子ども体操教室Ⅰ Works RG ジュニア（新体操） Rabona（バスケットボール）

かすみ（バウンドテニス） 福岡プロバスケットボールクラブ株式会社 MAKIバトントワラーズジュニア YOASOBIバドミントンクラブ

balance（バスケットボール）

ESTAテニス かようクラブ（バドミントン） かようクラブ（バドミントン） balance（バスケットボール） 福高クラブ（バスケットボール）

パンジー（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） STAR（バドミントン） STAR（バドミントン）

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） 香住丘ドッジボールクラブ

3 日
PALUPUNTE（バスケットボール）

2 土 第62回福岡市中学校総合体育大会東区卓球競技

第62回福岡市中学校総合体育大会東区卓球競技

赤ペンクラブ（バドミントン） ビギナーズ（テニス） N.A.G(バスケットボール） balance（バスケットボール）
1 金

ミッフィー(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） balance（バスケットボール） Charanporan（バスケットボール）

AGILITY（バスケットボール）

Love　to Loveクラブ（テニス） ひまわり（バウンドテニス） 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）

Love　to Loveクラブ（テニス） ESTAテニス ケントスアカデミーC(体操・ダンス） H2O（バスケットボール） ふりーだむ。(バスケットボール）

精華学園高等学校福岡東校（バドミントン） ドリームクラブ（テニス） 福岡No Limit　Futureｓ（バスケットボール） Rabona（バスケットボール）

TGダンス H2O（バスケットボール） H2O（バスケットボール）

利用不能

Rabona（バスケットボール）

balance（バスケットボール）

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） 香住丘ミニバスケットボールクラブ balance（バスケットボール）

西花畑バトンクラブ 西花畑バトンクラブ
夏休みかけっこ教室

そよかぜ（バドミントン） TGダンス TGダンス 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）

夏休みかけっこ教室 TGダンス 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 D-POP（体操・ダンス）



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。

令和４年８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　４　年　6　月　18　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
D-POP（体操・ダンス） FANTASISTA（バスケットボール）

D-POP（体操・ダンス） balance（バスケットボール）

2 火
クリオ（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） AMMY’S（体操、ダンス） 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） STAR（バドミントン） STAR（バドミントン）

Love　to Loveクラブ（テニス） かすみ（バウンドテニス） TGダンス
TGダンス TGダンス ケントスアカデミーB（バスケットボール）

3 水
サンダーバード（バレーボール） ゆりの樹Batton Studio バスケ同好会 香住丘ミニバスケットボールクラブ balance（バスケットボール）

夏休みかけっこ教室 クラブ絆（バドミントン） ドリームクラブ（テニス） 香住丘ワイルドベアーズ（バスケットボール） FADS（バスケットボール）

4 木
TGダンス YOASOBIバドミントンクラブ

まつぼっくりスポーツクラブ（体操） 〇八ホルモン（バレーボール）

5 金
ESTAテニス 水金クラブ（バドミントン） 福岡東トランポリンクラブ TGダンス 福高クラブ（バスケットボール）

夏休みかけっこ教室 TGダンス TGダンス 山崎Jr新体操クラブ Cranes（バスケットボール）

こどものアソビバ こどものアソビバ こどものアソビバ
こどものアソビバ こどものアソビバ こどものアソビバ

6 土 競技場個人利用（１０時～２１時）

7 日

8 月

9 火
和白スポーツ部（バレーボール）

FADS（バスケットボール）

FADS（バスケットボール） PALUPUNTE（バスケットボール）

YAGI（バレーボール） FANTASISTA（バスケットボール）

東マスカットインディアカ 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 FANTASISTA（バスケットボール）

球友クラブ（バレーボール）

市長杯バレーボール小学生大会

ひまわり（バウンドテニス） ケントスアカデミーA（体操）

10 水
夏休みかけっこ教室 ミッフィー(バドミントン） バスケ同好会 香住丘ミニバスケットボールクラブ Colac,o Fukuoka(フットサル）

夏休みかけっこ教室 クラブ絆（バドミントン） H2O（バスケットボール） 福岡No Limit　Futureｓ（バスケットボール） C.C.H（バスケットボール）

11 木
YOASOBIバドミントンクラブ TGダンス TGダンス D-POP（体操・ダンス） D-POP（体操・ダンス）
福岡県庁バドミントン愛好会 さかな（バドミントン） ポリアンナ（バスケットボール） ロジーナ（バスケットボール） ミッドナイトエンジェルス（バスケットボール）

12 金
アドバンテージテニスクラブ バスケ同好会 Works RG Fukuoka（新体操） FADS（バスケットボール）

ビギナーズ（テニス） AMMY’S（体操、ダンス） 山崎Jr新体操クラブ 福籠（バスケットボール）
夏休みかけっこ教室
夏休みかけっこ教室

13 土 競技場個人利用（１０時～２１時）

14 日

15 月

とびうめジュニア男子（ハンドボール） シュガーボーイズ（バスケットボール） リトル（バドミントン） STAR（バドミントン） STAR（バドミントン）
TGダンス TGダンス ロジーナ（バスケットボール） ロジーナ（バスケットボール）

定期点検日

Charanporan（バスケットボール）

16 火

17 水
球友クラブ（バレーボール） 水金クラブ（バドミントン） バスケ同好会 香住丘ミニバスケットボールクラブ VARIOUS　2nd（バスケットボール）

サンダーバード（バレーボール） クラブ絆（バドミントン） ドリームクラブ（テニス） Stars（バドミントン） Stars（バドミントン）

クリオ（バドミントン） 福岡東トランポリンクラブ D-POP（体操・ダンス） 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）

パンジー（バドミントン） Eサークル（テニス） TGダンス Stars（バドミントン） Stars（バドミントン）

18 木
J・ひまわり（バドミントン） ひまわり（バウンドテニス） MAKIバトントワラーズジュニア MAKIバトントワラーズジュニア ふりーだむ。（バスケットボール）

ヘタッピーズ（バレーボール） TGダンス TGダンス Kセンター（バドミントン） 福高クラブ（バスケットボール）

19 金
キャッツ（バレーボール） アドバンテージテニスクラブ バスケ同好会 山崎新体操クラブ FRIENDS（体操・ダンス）

EBC（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） TGダンス 福籠（バスケットボール）

20 土

21 日

22 月
balance（バスケットボール）

Stars（バドミントン）

2022エムビービー
balance（バスケットボール）

DNTQ（バスケットボール）

Love　to Loveクラブ（テニス） ひまわり（バウンドテニス） MAKIバトントワラーズジュニア ドリームキャッチャー（バドミントン）

あおぞらクラブ（バドミントン） TGダンス ケントスアカデミーA（体操） Stars（バドミントン）

大規模大会ニュースポーツ体験会

23 火

24 水

25 木

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）
そよかぜ（バドミントン） ミッフィー(バドミントン） 放課後等デイサービスPaddle(バドミントン）

サンダーバード（バレーボール） EBC（バドミントン）
赤ペンクラブ（バドミントン） 水金クラブ（バドミントン） ドリームクラブ（テニス）

26 金
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）

AMMY’S（体操、ダンス） Cranes（バスケットボール）

27 土

東区高齢者ソフトダーツ大会

大規模大会 競技場個人利用（１9時～21時）

28 日

29 月
H2O（バスケットボール） FANTASISTA（バスケットボール）

H2O（バスケットボール） RHYTHM（バスケットボール）

球友クラブ（バレーボール） ひまわり（バウンドテニス） ケントスアカデミーC（体操）
赤ペンクラブ（バドミントン）

第２１回東区男子団体リーグ戦卓球大会
AB-FLUG（バスケットボール） balance（バスケットボール）

DNTQ（バスケットボール） weave（バスケットボール）

30 火
つばさクラブ（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） TGダンス YOASOBIバドミントンクラブ

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） 放課後等デイサービスPaddle(バドミントン） STAR（バドミントン） 福高クラブ（バスケットボール）

31 水
サンダーバード（バレーボール） 水金クラブ（バドミントン） ドリームクラブ（テニス） Works RG Fukuoka（新体操） FADS（バスケットボール）

球友クラブ（バレーボール） クラブ絆（バドミントン） STAR（バドミントン） SPADRISH（バスケットボール）

　　　　　※ 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

卓　　球 毎　　日 １０：００　～　２１：００ 小　体　育　室
卓　球　以　外 土 ・ 日 ・ 祝 １３：００　～　１７：００ 武　　道　　室
卓　球　以　外 日 １７：００　～　２１：００ 武　　道　　室
卓　球　以　外 土 ・ 日 ・ 祝 １３：００　～　１７：００ 健　康　相　談　室

ドリームキャッチャー（バドミントン） RHYTHM（バスケットボール）

D-POP（体操・ダンス） D-POP（体操・ダンス） 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
つばさクラブ（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） 香住丘ドッジボールクラブ

ドリームキャッチャー（バドミントン） YOASOBIバドミントンクラブ

ヘタッピーズ（バレーボール） かすみ（バウンドテニス） 福岡東トランポリンクラブ CONAN（バスケットボール） ふりーだむ。（バスケットボール）

つばさクラブ（バドミントン） TGダンス まつぼっくりスポーツクラブ（体操） Kセンター（バドミントン） 福高クラブ（バスケットボール）

香住丘ドッジボールクラブ BLITZ（バスケットボール）
香住丘ミニバスケットボールクラブ SPADRISH（バスケットボール）

香住丘ミニバスケットボールクラブ VARIOUS　2nd（バスケットボール）


