
平成26年4月現在

曜日 時間帯 チーム名 種目 曜日 時間帯 チーム名 種目

バドミントン交流会 バドミントン はまゆう バドミントン

なかよし バドミントン 金曜会・コスモス バドミントン

リズム体操 体操

健友会 ソフトバレーボール Ａクラブ バドミントン

かのこ バレーボール

ＳＶ宗像 ソフトバレーボール 遊々クラブ バドミントン

宗像新体操クラブ 新体操

かのこゆり バドミントン たけのこ バドミントン

初心者バドミントン教室 バドミントン 土曜会 バドミントン

すずらん バドミントン

たけのこ バドミントン 小・中学生バドミントン教室 バドミントン

和歌美台 ソフトバレーボール

ＭＢＣ バスケットボール シャトルエース バドミントン

ワカバ インディアカ

トワラーズ・コミュ ダンス

宗像新体操クラブ 新体操

ひまわり バドミントン

つくしんぼ ソフトバレーボール

白ゆり ソフトバレーボール

健友会 ソフトバレーボール

宗像ウィングス ソフトバレーボール

木曜クラブ バドミントン バド日和 バドミントン

初心者バドミントン教室 バドミントン

シャトラー バドミントン
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市民体育館（アリーナ）　団体別利用状況
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●体育室Ａ〔卓球（団体）、卓球（個人）〕　※主な利用は卓球の個人利用 平成26年4月現在

種目 練習日 時間 チーム名

卓球 火 10：00～12：00 さくらクラブ

卓球 水 10：00～12：00 わかば会

卓球 木 13：00～15：00 木曜会

●体育室Ｂ〔卓球、空手、杖道、居合道、合気道〕

種目 練習日 時間 チーム名

10：00～12：00 火曜卓球

12：00～14：00 昭和クラブ

19：30～21：30 わくわくクラブ

10：00～15：00 水曜会

10：00～12：00 わかば会

10：00～12：00 宗像タートルズ

12：00～14：00 レモン

10：00～12：00 金曜卓球

12：00～15：00 宗像タートルズ

土 19：00～21：00 ネットワーク卓球

9：30～12：30 大　羽

14：00～16：00 田久公民館

火・木 14：00～16：00 健友会

火・木 17：30～19：30 空手道教室（体協主催）

水 18：00～20：00 宗像空手道教室稲元

金 18：00～20：00 風林火山

杖道 土 19：30～21：30 杖道会

木 19：30～21：30 宗像居合道

日 9：30～11：30 佐藤

水 19：30～21：30 尚道館

土 19：30～21：30 求道会

●体育室Ｃ〔柔道、体操〕

種目 練習日 時間 チーム名

柔道 火・土 17：30～19：30 宗像Ｊクラブ

体操 金 9：30～11：30 リズム体操

合気道

市民体育館（体育室Ａ・Ｂ・Ｃ）　団体別利用状況
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平成26年4月現在

曜日 時間帯 チーム名 種目 曜日 時間帯 チーム名 種目

ＡＮＧＥＬ ソフトバレーボール スパーキー ソフトバレーボール

マミーズ ソフトバレーボール コスモス バドミントン

親和会 バドミントン 親和会 バドミントン

アトム 卓球 てんとう虫 卓球

ｐｒｉｓｏｎｅｒｓ バスケットボール ブルーサンダー ソフトバレーボール

天翔塾 空手 アイリス 卓球

宗像アクアクラブ ソフトバレーボール

宗像スポーツボランティアクラブ バウンドテニス 宗像バドミントンクラブ バドミントン

コスモス ソフトバレーボール

友遊クラブ バドミントン 誠心館 空手

卓楽会 卓球

コスモス バドミントン ＣＯＬＯ’Ｓ ソフトバレーボール

チーム荒木 ソフトバレーボール 市民学習ネットワーク　卓球

剣道連盟 剣道 宗像クラブ 卓球

すみれバドミントンクラブ バドミントン 車椅子レクダンス普及会宗像支部 ダンス

玄海バドミントン バドミントン 自由ヶ丘バドミントンクラブＡ バドミントン

ＯＧ会 卓球 卓クラブ 卓球

市民学習ネットワーク バドミントン 城山クラブ 卓球

宗像市バウンドテニス協会 バウンドテニス あんずクラブ 卓球

宗像市バウンドテニス協会 バウンドテニス
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平成26年4月現在

曜日 時間帯 チーム名 種目 曜日 時間帯 チーム名 種目

Ｏｌｉｖｅ ソフトバレーボール さくらんぼクラブ ソフトバレーボール

ＳＥＮＯＪＵＮ ソフトバレーボール バウンドテニス同好会 バウンドテニス

深田バドミントン バドミントン

玄海ＰＣ 卓球

楽球会 卓球

玄海ママ バレーボール 玄海ＦＢＣ ファミリーバドミントン

玄海東ママ バレーボール クワノフォーム印刷 バドミントン

フランクス ソフトバレーボール フラワーズ バレーボール

深田バドミントン バドミントン アクティブ バスケットボール

バウンドテニス同好会 バウンドテニス 玄海ＰＣ 卓球

玄海ピンポン 卓球 こども空手合気道 空手道

楽球会 卓球

商工会婦人部 ソフトバレーボール マミーズ ソフトバレーボール

SENIJUN ソフトバレーボール

玄海バドミントン バドミントン グランディア フットサル

玄海ホタル 卓球

深田バドミントン バドミントン

玄海ＰＣ 卓球

神原自治会 ファミリーバドミントン T・B・C バススケットボール

はまゆう ソフトバレーボール ポイントロペス バレーボール
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玄海Ｂ＆Ｇ海洋センター（アリーナ）　団体別利用状況
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