
（注：個人利用は次の区分に従い、団体利用が全面に入っていなければ利用できます。）
専用利用の枠で抽選が行われます。まだ確定してません。

利用可能です。個人利用枠です。（ただし、やむを得ない事情により利用できない場合があります。）

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。

施設主催事業です。利用できません。

 平成30年4月26日  現在

日 曜 9:00～12:00 12:00～15:00 15:00～18:00 18:00～21:00

ステラキッズ（バド） アプライド㈱(レク) アプライド㈱(レク) ミントンクラブ（バド）

エンドレス(バド) 株式会社ダックス(バレー) 百道中バドミントン部ＯＢ・ＯＧ ミルキーバド職人（バド）
個人利用（バドミントン）
バードクラブ（バド） 西区バドミントンサークル

個人利用（バスケット）
あやめバドミントンクラブ 城南女子ソフトテニス部（バド） クリエーター(バド)

ｿﾌﾄｴｱﾛﾋﾞｸｽ（教室）
藤崎クラブ（バド） Sure You Can(バレー) ももちシャトルバド(バド)

ファニイクラブ(ミニテニス) DROP OUT(バド)

IMPS(バスケ) ミントンクラブ（バド）

レインボー（バド） 幸龍会（バスケ） P-Skip(ポンパテニス)

バイオレーション(バスケ)

ＥＳＮ(バド) 西南フリークス(バスケ) ももちシャトルバド(バド)
ｿﾌﾄｴｱﾛﾋﾞｸｽ（教室）
藤崎クラブ（バド） CieL(バレー） クリエーター(バド)

ふじクラブ（バレー） 早良クラブ（バド） DROP OUT(バド)

百道バドミントンクラブ

エンドレス(バド) バイオレーション(バスケ) ももちシャトルバド(バド)

バウンドテニス愛好会 クリエーター(バド)
ｿﾌﾄｴｱﾛﾋﾞｸｽ（教室）
藤崎クラブ（バド） 愛球会(バレー) 翼クラブ(バド)

個人利用（バドミントン） 個人利用（バドミントン）
早良クラブ（バド）

個人利用（バドミントン）
百道バドミントンクラブ

個人利用（フリー）
ももちシャトルバド(バド)

レインボー（バド） 放課後サッカー部（バレー・バスケ） COMRADE(バスケ)

バードクラブ（バド） 忍者ナイン（体操） バイオレーション(バスケ)

あやめバドミントンクラブ Fine field(バレー) 藤井FC（バレー)
ｿﾌﾄｴｱﾛﾋﾞｸｽ（教室）
藤崎クラブ（バド） 西南フリークス(バスケ) 九州大学歯学部バスケットボール部

ふじクラブ（バレー） 早良クラブ（バド） 堤クラブ（バド）

RKBバドミントン部 百道バドミントンクラブ ミントンクラブ(バド)

西区バドミントンサークル チームポノポノ（バド） ミントンクラブ(バド) ももちシャトルバド(バド)

個人利用（バドミントン）
バドミントン教室（経験者）

リフレッシュ体操（教室）
個人利用（バドミントン）

バドミントン初心者（教室）
個人利用（バスケット）

個人利用（フリー）

(073)H30年度　福岡市社会人バスケットボール大会(春季リーグ)

ｽﾄﾚｯﾁ＆ｳｫｰｷﾝｸﾞ（教室）
個人利用（フリー）

個人利用（バドミントン）
バドミントン教室（初心者）

バドミントン初心者（教室）
個人利用（バスケット）

ｽﾄﾚｯﾁ＆ｳｫｰｷﾝｸﾞ（教室）
個人利用（フリー）

(009)公益社団法人日本武術太極拳連盟公認太極拳B級指導員認定試験

(010)公益社団法人日本武術太極拳連盟公認太極拳B級指導員認定試験

バドミントン教室（初心者）

(060)平成30年度　福岡グラスバスケットボールリーグ　

バドミントン教室（経験者）
個人利用（バスケ）

定期点検日

リフレッシュ体操（教室）
個人利用（バドミントン）

(023)技能検定1～3級受講者講習会 バドミントン教室（経験者）

個人利用（フリー）

リフレッシュ体操（教室）
個人利用（バドミントン）

(024)技能検定2～5級検定試験(前期)
個人利用（フリー）

個人利用（フリー）

リフレッシュ体操（教室）

バドミントン初心者（教室）

ｽﾄﾚｯﾁ＆ｳｫｰｷﾝｸﾞ（教室）
個人利用（フリー）

個人利用（バドミントン）
バドミントン教室（初心者）
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※変更の可能性があります。最新の行事予定についてはももち体育館にお問い合わせください。（TEL　851-4550）

1 日

17

土

水

火

バドミントン教室（初心者）

9

水

平成３０年度　4月　　ももち体育館利用予定表

8

6 金

7

土

バドミントン初心者（教室）
個人利用（バスケット）

個人利用（フリー）

10

木

16

月

土

日

月

金

ｽﾄﾚｯﾁ＆ｳｫｰｷﾝｸﾞ（教室）
個人利用（フリー）

個人利用（バドミントン）

火

個人利用（フリー）

(006)平成30年度早良区レディースバドミントンABCＤ大会

※原則として、個人利用枠は次の通り設けておりますが、スポーツ教室がある場合は利用できませんので、上の日程表でご確認下さい。

種目 曜日 時間帯 室名

バドミントン 火・金・１．３．５土 競技場 ※火12：00～21：00、金9：00～18：00、土9：00～18：00のみ

バスケットボール 水・２．４土 競技場 ※12：00～21：00のみ

フリー（球技） 月・木・日 競技場 ※木15：00～21：00のみ

柔道・空手・その他武道 月・金 柔道場 ※金15：00～21：00のみ

剣道・なぎなた・太極拳 金・日 剣道場 ※金12：00～21：00のみ

卓球 毎日 卓球場 ※水・木9：00～18：00、金18：00～21：00のみ

9：00～21：00



（注：個人利用は次の区分に従い、団体利用が全面に入っていなければ利用できます。）
専用利用の枠で抽選が行われます。まだ確定してません。

利用可能です。個人利用枠です。（ただし、やむを得ない事情により利用できない場合があります。）

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。

施設主催事業です。利用できません。

 平成30年4月26日  現在

日 曜 9:00～12:00 12:00～15:00 15:00～18:00 18:00～21:00

バードクラブ（バド） バイオレーション(バスケ) ももちシャトルバド(バド)

あやめバドミントンクラブ 西南フリークス(バスケ) クリエーター(バド)
ｿﾌﾄｴｱﾛﾋﾞｸｽ（教室）

チームポノポノ（バド）

早良区バドミントン協会 ミントンクラブ(バド) V・Ｉ倶楽部(バスケ)

エンドレス(バド) 英数高等学院（バド、バレー） バイオレーション(バスケ) ももちシャトルバド(バド)

バードクラブ（バド） 忍者ナイン(体操)

バウンドテニス愛好会 Fine field(バレー) クリエーター(バド)
ｿﾌﾄｴｱﾛﾋﾞｸｽ（教室）
藤崎クラブ（バド） CieL(バレー） 九州大学歯学部バスケットボール部

ふじクラブ（バレー） 早良クラブ（バド） ＤＲＯＰ ＯＵＴ（バド）

RKBバドミントン部
個人利用（フリー）
star prince(ドッヂ)

レインボー（バド） 英数高等学院（バド、バレー） 幸龍会（バスケ） ももちシャトルバド(バド)

忍者ナイン(体操)

バウンドテニス愛好会 忍者ナイン（体操） クリエーター(バド)
ｿﾌﾄｴｱﾛﾋﾞｸｽ（教室）
藤崎クラブ（バド） CieL(バレー） 藤井FC（バレー)

早良クラブ（バド） エースレディース（バド）

バイオレーション(バスケ) ももちシャトルバド(バド)

西南フリークス(バスケ) クリエーター(バド)
ｿﾌﾄｴｱﾛﾋﾞｸｽ（教室）
藤崎クラブ（バド） 愛球会(バレー) SUCCESS(バスケ)

早良クラブ（バド） ＤＲＯＰ ＯＵＴ（バド）

RKBバドミントン部 百道バドミントンクラブ ももちシャトルバド(バド) チームポノポノ(バド)
個人利用（フリー）
V・Ｉ倶楽部(バスケ)

レインボー（バド）
個人利用（フリー）

バイオレーション(バスケ)

西南フリークス(バスケ) クリエーター(バド)
ｿﾌﾄｴｱﾛﾋﾞｸｽ（教室）

藤崎クラブ（バド） CieL(バレー） 藤井FC（バレー)

個人利用（バドミントン）

(013)推手講習会(三段一次用)非受験者可

ｽﾄﾚｯﾁ＆ｳｫｰｷﾝｸﾞ（教室）

こどもの日

(074)H30年度　福岡市社会人バスケットボール大会(春季リーグ)

（050）福岡県・福岡市ジュニアバドミントン強化合同交流会

バドミントン初心者（教室）

百道バドミントンクラブ記念大会
個人利用（バスケット）

バドミントン教室（初心者）

個人利用（フリー）

リフレッシュ体操（教室）
個人利用（バドミントン）

百道小学校

リフレッシュ体操（教室）

百道小学校

個人利用（フリー）

個人利用（フリー）

リフレッシュ体操（教室）
個人利用（バドミントン）

定期点検日

バドミントン教室（初心者）

個人利用（バスケット）

バドミントン初心者（教室）
個人利用（バスケット）

水

火1

競　　　　　　技　　　　　　場

土5

金4

木3

※変更の可能性があります。最新の行事予定についてはももち体育館にお問い合わせください。（TEL　851-4550）

平成30年度 5月　　ももち体育館利用予定表

金

金

14 月

月

火

2

9 水

6 日

7

個人利用（バスケット）

ｽﾄﾚｯﾁ＆ｳｫｰｷﾝｸﾞ（教室）

個人利用（バドミントン）

個人利用（フリー）

15 火

12

10 木

11

土

日

水

23 水

20 日

21 月

26 土

27 日

29 火

25 金

バドミントン教室（経験者）

百道小学校

(022)平成30年度審判検定会

ｽﾄﾚｯﾁ＆ｳｫｰｷﾝｸﾞ（教室）
個人利用（フリー）

火

17 木

19 土

22

18

個人利用（バドミントン）

個人利用（バスケット）

個人利用（フリー）

(003)あいくるがやってくる！

24 木

個人利用（バドミントン）

28 月

31 木

30

バドミントン教室（経験者）

個人利用（バドミントン）

個人利用（バスケット）

(012)公益社団法人日本武術太極拳連盟公認太極拳C級指導員認定試

(011)公益社団法人日本武術太極拳連盟公認太極拳C級指導員認定試験

バドミントン教室（初心者）

個人利用（フリー）

百道小学校

百道小学校

バドミントン初心者（教室）

16 水

13

8

個人利用（バドミントン）

ｽﾄﾚｯﾁ＆ｳｫｰｷﾝｸﾞ（教室）
個人利用（フリー）

※原則として、個人利用枠は次の通り設けておりますが、スポーツ教室がある場合は利用できませんので、上の日程表でご確認下さい。

種目 曜日 時間帯 室名

バドミントン 火・金・１．３．５土 競技場 ※火12：00～21：00、金9：00～18：00、土9：00～18：00のみ

バスケットボール 水・２．４土 競技場 ※12：00～21：00のみ

フリー（球技） 月・木・日 競技場 ※木15：00～21：00のみ

柔道・空手・その他武道 月・金 柔道場 ※金15：00～21：00のみ

剣道・なぎなた・太極拳 金・日 剣道場 ※金12：00～21：00のみ

卓球 毎日 卓球場 ※水・木9：00～18：00、金18：00～21：00のみ

9：00～21：00



（注：個人利用は次の区分に従い、団体利用が全面に入っていなければ利用できます。）
専用利用の枠で抽選が行われます。まだ確定してません。

利用可能です。個人利用枠です。（ただし、やむを得ない事情により利用できない場合があります。）

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。

施設主催事業です。利用できません。

 平成30年4月26日  現在

日 曜 9:00～12:00 12:00～15:00 15:00～18:00 18:00～21:00

百道バドミントンクラブ ももちシャトルバド(バド)

エンドレス(バド) 英数高等学院（バド、バレー） 子どもバドミントン教室

バードクラブ（バド） バイオレーション(バスケ) 百道バドミントンクラブ

バウンドテニス愛好会 Fine field(バレー) ももちシャトルバド(バド)
ｿﾌﾄｴｱﾛﾋﾞｸｽ（教室）
藤崎クラブ（バド） 愛球会(バレー) クリエーター(バド)

個人利用（バドミントン）
ＤＲＯＰ ＯＵＴ（バド）

レインボー（バド） 英数高等学院（バド、バレー） 子どもバドミントン教室

バードクラブ（バド） 忍者ナイン（体操） バイオレーション(バスケ)

バウンドテニス愛好会 Fine field(バレー) 百道バドミントンクラブ
ｿﾌﾄｴｱﾛﾋﾞｸｽ（教室）
藤崎クラブ（バド） CieL(バレー) クリエーター(バド)

早良クラブ（バド） エースレディース（バド）

エンドレス(バド) バイオレーション(バスケ) 藤井FC（バレー)

バウンドテニス愛好会 ORGY KIDS(バレー) 翼クラブ(バド)
ｿﾌﾄｴｱﾛﾋﾞｸｽ（教室）

CieL(バレー） ももちシャトルバド(バド)

ふじクラブ（バレー） 早良クラブ（バド） 堤バドミントンクラブ

レインボー（バド） 子どもバドミントン教室

バードクラブ（バド） バイオレーション(バスケ) 百道バドミントンクラブ

ｿﾌﾄｴｱﾛﾋﾞｸｽ（教室）

個人利用（バドミントン）

25

バドミントン教室（経験者）

(007)第43回西日本レディースバドミントン早良区予選会 バドミントン教室（初心者）

ビーチボールバレー大会

個人利用（フリー）

24 日

22 金

個人利用（バスケット）
バドミントン初心者（教室）

リフレッシュ体操（教室）
個人利用（バドミントン）

26 火

27 水

土 バドミントン教室（経験者）

個人利用（バドミントン）
バドミントン教室（初心者）

(084)福岡市中学校選抜バスケットボール大会福太郎カップ(決勝リーグ)

21 木

23

バドミントン初心者（教室）
個人利用（バスケット）

ｽﾄﾚｯﾁ＆ｳｫｰｷﾝｸﾞ（教室）
個人利用（フリー）

19 火

定期点検日

リフレッシュ体操（教室）
個人利用（バドミントン）

20 水

16 土

17 日

バドミントン教室（経験者）

日

11 月

18 月

14 木

15 金

バドミントン初心者（教室）

(075)H30年度　福岡市社会人バスケットボール大会(春季リーグ)

個人利用（フリー）

リフレッシュ体操（教室）
個人利用（バドミントン）

12 火

13 水

10

9 土

6 水

7 木

4 月

5 火

8 金

2 土

3 日

バドミントン教室（経験者）（049）太極柔力球講習会

（033）第12回太極拳飛天交流会
個人利用（フリー）

個人利用（フリー）

リフレッシュ体操（教室）
個人利用（バドミントン）

ｽﾄﾚｯﾁ＆ｳｫｰｷﾝｸﾞ（教室）
個人利用（フリー）

バドミントン初心者（教室）
個人利用（バスケット）

平成30年度 6月　　ももち体育館利用予定表

※変更の可能性があります。最新の行事予定についてはももち体育館にお問い合わせください。（TEL　851-4550）

競　　　　　　技　　　　　　場

1 金

個人利用（バドミントン）
バドミントン教室（初心者）

(018)公認太極拳審判員研修会

（032）第6回福岡県6人制ミックスバレーボール大会

（046）中央区バドミントン大会

百道小学校
個人利用（バドミントン）

バドミントン教室（初心者）

個人利用（バスケット）

個人利用（フリー）

ｽﾄﾚｯﾁ＆ｳｫｰｷﾝｸﾞ（教室）
個人利用（フリー）

29 金
個人利用（バドミントン）

バドミントン教室（初心者）

28 木

月

30 土 スポーツデイ バドミントン教室（初心者）

※原則として、個人利用枠は次の通り設けておりますが、スポーツ教室がある場合は利用できませんので、上の日程表でご確認下さい。

種目 曜日 時間帯 室名

バドミントン 火・金・１．３．５土 競技場 ※火12：00～21：00、金9：00～18：00、土9：00～18：00のみ

バスケットボール 水・２．４土 競技場 ※12：00～21：00のみ

フリー（球技） 月・木・日 競技場 ※木15：00～21：00のみ

柔道・空手・その他武道 月・金 柔道場 ※金15：00～21：00のみ

剣道・なぎなた・太極拳 金・日 剣道場 ※金12：00～21：00のみ

卓球 毎日 卓球場 ※水・木9：00～18：00、金18：00～21：00のみ

9：00～21：00



（注：個人利用は次の区分に従い、団体利用が全面に入っていなければ利用できます。）
専用利用の枠で抽選が行われます。まだ確定してません。

利用可能です。個人利用枠です。（ただし、やむを得ない事情により利用できない場合があります。）

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。

施設主催事業です。利用できません。

 平成30年4月26日  現在

日 曜 9:00～12:00 12:00～15:00 15:00～18:00 18:00～21:00

子どもバドミントン教室

ｿﾌﾄｴｱﾛﾋﾞｸｽ（教室）

個人利用（フリー） 個人利用（フリー）

子どもバドミントン教室

ｿﾌﾄｴｱﾛﾋﾞｸｽ（教室）

個人利用（フリー） 個人利用（フリー）

個人利用（フリー）

ｿﾌﾄｴｱﾛﾋﾞｸｽ（教室）

子どもバドミントン教室
個人利用（バドミントン）

個人利用（バスケット）

ｿﾌﾄｴｱﾛﾋﾞｸｽ（教室） 個人利用（フリー）

子どもバドミントン教室
ｿﾌﾄｴｱﾛﾋﾞｸｽ（教室）

個人利用（バドミントン）

(062)平成30年度　福岡グラスバスケットボールリーグ　

個人利用（フリー）

ｽﾄﾚｯﾁ＆ｳｫｰｷﾝｸﾞ（教室）
個人利用（フリー）

バドミントン教室（初心者）

個人利用（バドミントン）
バドミントン教室（経験者）

(061)平成30年度　福岡グラスバスケットボールリーグ　

個人利用（フリー）

福岡市学校教育免許状更新講習　共に学ぶ小学校体育

(026)太極拳種目別合同研修会

（034）第25回福岡県実業団空手道大会

定期点検日

バドミントン初心者（教室）
個人利用（バスケット）

個人利用（バドミントン）

ｽﾄﾚｯﾁ＆ｳｫｰｷﾝｸﾞ（教室）
個人利用（フリー）

個人利用（バスケット）

ｽﾄﾚｯﾁ＆ｳｫｰｷﾝｸﾞ（教室）
個人利用（フリー）

個人利用（フリー）

リフレッシュ体操（教室）
個人利用（バドミントン）

バドミントン初心者（教室）

1

9

6 金

個人利用（フリー）

個人利用（バドミントン）
バドミントン教室（初心者）

7 土

火

12 木

8 日

10 火

11 水

月

14 土

15 日

13 金

18 水

19 木

16 月

17 火

金

21 土

22 日

26 木

23

20

27 金

4

24 火

月

水

日

25 水

30 月

29 日

28

平成３０年度 ７月　　ももち体育館利用予定表

※変更の可能性があります。最新の行事予定についてはももち体育館にお問い合わせください。（TEL　851-4550）

競　　　　　　技　　　　　　場

5 木

2 月

3

（052）平成30年度県民大会福岡予選会兼シニア大会

(025)太極拳種目別合同研修会

個人利用（バドミントン）

バドミントン初心者（教室）
個人利用（バスケット）

ｽﾄﾚｯﾁ＆ｳｫｰｷﾝｸﾞ（教室）

個人利用（バドミントン）
バドミントン教室（初心者）

（051）福岡県・福岡市ジュニアバドミントン強化合同交流会 バドミントン教室（経験者）

土
個人利用（バスケット）

バドミントン初心者（教室）

ｽﾄﾚｯﾁ＆ｳｫｰｷﾝｸﾞ（教室）

福岡市学校教育免許状更新講習　共に学ぶ中学校保健体育

リフレッシュ体操（教室）

31 火

ラグビー体験教室
個人利用（バドミントン）

（030）福岡市なぎなた連盟　合同稽古
個人利用（フリー）

リフレッシュ体操（教室）

バドミントン教室（経験者）

※原則として、個人利用枠は次の通り設けておりますが、スポーツ教室がある場合は利用できませんので、上の日程表でご確認下さい。

種目 曜日 時間帯 室名

バドミントン 火・金・１．３．５土 競技場 ※火12：00～21：00、金9：00～18：00、土9：00～18：00のみ

バスケットボール 水・２．４土 競技場 ※12：00～21：00のみ

フリー（球技） 月・木・日 競技場 ※木15：00～21：00のみ

柔道・空手・その他武道 月・金 柔道場 ※金15：00～21：00のみ

剣道・なぎなた・太極拳 金・日 剣道場 ※金12：00～21：00のみ

卓球 毎日 卓球場 ※水・木9：00～18：00、金18：00～21：00のみ

9：00～21：00

※原則として、個人利用枠は次の通り設けておりますが、スポーツ教室がある場合は利用できませんので、上の日程表でご確認下さい。

種目 曜日 時間帯 室名

バドミントン 火・金・１．３．５土 競技場 ※火12：00～21：00、金9：00～18：00、土9：00～18：00のみ

バスケットボール 水・２．４土 競技場 ※12：00～21：00のみ

フリー（球技） 月・木・日 競技場 ※木15：00～21：00のみ

柔道・空手・その他武道 月・金 柔道場 ※金15：00～21：00のみ

剣道・なぎなた・太極拳 金・日 剣道場 ※金12：00～21：00のみ

卓球 毎日 卓球場 ※水・木9：00～18：00、金18：00～21：00のみ

9：00～21：00


