
ドリ-ム(10-12) ライラック(9-12) ★主婦ソフトテニス(9-12) ★ミニバレー(9半-12)

グリンクラブ(13半-16) クッキーハウス(13-15) ソフトテニス(13-15半)

ヒップホップ(16半-17半) かめちゃん(18-2１)

空手教室(18半-21) ★ハム(18半-20半) ★島川クラブ(19-21) ★ひまわり(19-21) ★アップルパイ(19-21) ★BMT (19-21) ★ソフトバレー･バド(19-21) ★市ソフトテニス(19-21)

カトレア(10-12) マスカット(9半-12) ピーチレディース(10-12) Kソフトバレー(9-12)

剣道少年(18半-21) ★剣友会(15半-18) ★Jrバレー(15半-18)

柔道教室(19-21) シャトルＢ(18-21) モルツ(18-21) 空手之道(19-21) 久根別バド(19-21) NEXT(19-21) まるちゃん(18-21) ★ソフトバレー卓球(19-21) ★男女バレー(19-21)

主婦ソフトテニス(9-12)

ソフトテニス(13-15半)

★チビッコテニス(15半-18) ★Ｊrバドミントン(15半-18)

★スカイ(19半-21) ★中央クラブ(19半-21) 空手教室(18半-21) フラッパ-ズ(19-21) ★忠道塾(19-21) ★バスケット(19-21)

コニーズ(9-12) ★さわやか(10-12) ★スカッシュ(10-12) ★ライラック(9-12) ミニバレー･Kソフト(9半-12)

ワークほくと(13-14半) カトレア(11-13)

わかばサ-クル(13-15) ★上磯中学校部活(16-18半)

★空手之道(19-21) ★オ-プラス(18-21) ★ブラックス(19-21) ★R.B(19-21) ★ストロベリ-(19-21) ★かめちゃん(18-21) ★BMT (19-21) ★ソフトバレー協会・YDK(19-21) ★バド･卓球(19-21)

ホワイト(10-12) ライラック(9-12) チビッコテニス(9-12)

Jrバド(13-15半)

空手教室(18半-21) Jrバレー(15半-18)

柔道教室(18-20) ★シ-ルズ(19-21) ★島川クラブ(19-21) ★BLANK'S(18-21) ★ウィングス(18-21) コメックス(19-21) SPS(19-21) ★フラッパ-ズ(19-21) ★アップルパイ(19-21) 大野グリーン(19-21)

ＫＳＮ(17-21)

ドリ-ム(10-12) ライラック(9-12) ★主婦ソフトテニス(9-12) ★ミニバレー(9半-12)

グリンクラブ(13半-16) クッキーハウス(13-15) ソフトテニス(13-15半)

ヒップホップ(16半-17半) かめちゃん(18-2１)

空手教室(18半-21) ★ハム(18半-20半) ★島川クラブ(19-21) ★ひまわり(19-21) ★アップルパイ(19-21) ★BMT (19-21) ★ソフトバレー･バド(19-21) ★市ソフトテニス(19-21)

カトレア(10-12) マスカット(9半-12) ピーチレディース(10-12) Kソフトバレー(9-12)

剣道少年(18半-21) ★剣友会(15半-18) ★Jrバレー(15半-18)

柔道教室(19-21) シャトルＢ(18-21) モルツ(18-21) 空手之道(19-21) 久根別バド(19-21) NEXT(19-21) まるちゃん(18-21) ★ソフトバレー卓球(19-21) ★男女バレー(19-21)

主婦ソフトテニス(9-12)

ソフトテニス(13-15半)

★チビッコテニス(15半-18) ★Ｊrバドミントン(15半-18)

★スカイ(19半-21) ★中央クラブ(19半-21) 空手教室(18半-21) フラッパ-ズ(19-21) ★忠道塾(19-21) ★バスケット(19-21)

コニーズ(9-12) ★さわやか(10-12) ★スカッシュ(10-12) ★ライラック(9-12) ミニバレー･Kソフト(9半-12)

ワークほくと(13-14半) カトレア(11-13)

わかばサ-クル(13-15) ★上磯中学校部活(16-18半)

★空手之道(19-21) ★オ-プラス(18-21) ★ブラックス(19-21) ★R.B(19-21) ★ストロベリ-(19-21) ★かめちゃん(18-21) ★BMT (19-21) ★ソフトバレー協会・YDK(19-21) ★バド･卓球(19-21)

ライラック(9-12) チビッコテニス(9-12)

Jrバド(13-15半)

空手教室(18半-21) Jrバレー(15半-18)

柔道教室(18-20) ★シ-ルズ(19-21) ★島川クラブ(19-21) ★BLANK'S(18-21) ★ウィングス(18-21) コメックス(19-21) SPS(19-21) ★フラッパ-ズ(19-21) ★アップルパイ(19-21) 大野グリーン(19-21)

ＫＳＮ(17-21)

★Glanz.07(19-21)

★Glanz.07(19-21)

★北斗市会長杯バドミントン選手権大会（9-21）

浜分こども園（9-10半）

★浜分FC(16-18) ★新体操クラブ(17-19)

★ミニバスケットクリニック（9-17）

★北斗市テニス協会(18-21)

★和道会空手道教室(18半-21) ★BARKS(18半-21)

★上磯中央クラブ(19-21)

浜分こども園（9-10半）

★浜分FC(16-18) ★新体操クラブ(17-19)

浜分卓球ＯＢ会(9-12)
★七重浜こども園(13半ｰ14半) ★シニアーズ(12半-15半)

★浜分ヤンキース(16-18)

スポーツ合宿　雨天時（9-17）

スポーツ合宿　雨天時（9-17）

ずーしーほっき(13-16)

Ｃ面 Ｄ面 Ａ面 Ｂ面 Ｃ面

休　　　　館　　　　日

Ｄ面

平成３1年3月　北　斗　市　内　体　育　館　行　事　日　程　 平成31年2月22日作成

℡７３－６４８１ 浜分体育センター　℡４９－４３２３ 久根別体育ｾﾝﾀｰ　℡７３－９６１９
茂辺地体育ｾﾝﾀｰ

31 日

Ａ・Ｂ面 Ｃ・Ｄ面

℡７５－３５４４

Ａ面Ａ面

★シニアーズ(9-12) ★浜分卓球ＯＢ会(9-12)
★ヤマト女子バレー(12-16)

★北斗スポーツクラブ交流会 (9:00-17:00)

Ｃ面大 体 育 室 小体育室

★北斗市テニス協会(12-16)
空手道教室
(13半-16)

Sサポート(17半-20半)

★シニアーズ(9-12) ★浜分卓球ＯＢ会(9-12)
★ヤマト女子バレー(12-16) ★シルキ-(13-16)
★浜分ヤンキース(16-18) 浜分中学校部活(16-18)

★はまなすスポーツ少年団(16:00-18:30)

Ｂ面

★北斗上磯ジュニアバド(17-19) ★SUNS(19ｰ20)
★上磯中央クラブ(19-21)

★卒業フットサル大会(9:00-17:00)

★新体操クラブ(18半-20)

★クロウス(19半-21)

★久根別サッカー少年団(16-19)
★オールドスクール(19-21)

★はまなすスポーツ少年団(16:00-18:30)

★Team.k.on(19半ｰ21) ★バスケットボール協会(17:00-21:00)

KJ新体操スクール（16-18） 北斗クラブ(12-15) ワークほくと(13-14半)

21 木

20 水

SUNS(20ｰ21)

18 月

30 土

28 木

27 水

北斗wings jr(19-21)

北斗クラブ(12-15)
★体操クラブ(16半-19半)

24 日

29 金

23 土

26 火

25 月

★北斗上磯ジュニアバド(17-19)

★ハピネス(19-21) ★北斗wings jr(19-21)

北斗クラブ(12-15)

★ハピネス(19-21) ★北斗wings jr(19-21)

★スポーツ合宿 (9:00-17:00)
雨天時のみ

体操クラブ(17-19) ★北斗上磯ジュニアバド(17-19)

★バドミントン協会 (18-21) ★北斗上磯ジュニアバド(18-21)
ＰＬバトン上磯教室(17半-19半)

クーペ(19半-21)

★クロウス(19半-21)

SUNS(20ｰ21)

★スポーツ合宿(9:00-16:00)　雨天時のみ

22 金

19 火

★体操クラブ(16半-18半) 北斗上磯ジュニアバド(17-19) レラモンキーズ(17半-19半) サッカー教室・ＦＣﾉｰｽ(17-19)

★ハピネス(19-21)

コスモスA(9-12)

★ボッチャ・フライングディスクミニ講習会(12:00-17:00)
体操・新体操クラブ(17-19半)

北斗クラブ(12-15)
★体操クラブ(16半-19半)

★しまーず(19-21)

★サッカー教室・ＦＣﾉｰｽ(15半-19)
★ハピネス(19-21) ★北斗wings jr(19-21) ★上磯中央(19:00-21:00)

北斗市ソフトテニス協会(9-12)
北斗市テニス協会(12-16半)

★春休み体力づくり教室(9-12)
北斗市テニス協会(12-16半)

★スポーツ合宿 (9:00-17:00)
雨天時のみ

ビスケット(9-12)

北斗市総合体育館

★北斗市バスケットボール
協会大会

9:00-18:00

★コスモス(9-12)

★和道流空手道教室(18-21)

★北斗市テニス協会(12-16)

北斗市スポーツセンター
℡７７－７２００

Ａ面

★レラモンキーズ
14:30-16:30

★剣道少年団(13:00-16:30)

★浜分ヤンキース(16-18)

★北斗市テニス協会(18-21)

★スポーツ合宿 (9:00-17:00)
雨天時のみ

レラモンキーズ(17半-19半)

★チーム卒団式 (12-17)

★剣道稽古会 (9-12)

★バスケットボール協会(17:00-21:00)

Ｂ面

★北斗wings jr(19-21)

★スポーツ合宿(9:00-17:00)
雨天時のみ

北斗卓遊会(12-15)

★大野中部活(15半-18)

Ｂ面

★久根別サッカー少年団(16-19)
★オールドスクール(19-21)

　皆様のご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。

★剣道少年団(13:00-16:30)

【体育館の利用について】 ①★印は、全面貸館です。それ以外は一般開放のスペースがありますので、混雑しているときには体育館職員へご相談下さい。
②小学生以下は午後４時 ・ 中学生は５時以降の利用については、クラブの指導者又は保護者同伴でなければ利用できません。
③体育館ご利用の際は、必ず運動靴を持参し窓口にある利用券に記入してからご利用ください。
④観覧席、玄関ホール以外での飲食はできません。
⑤茂辺地体育センターの開館時間は平日１３時、土日祝日は９時となります。なお、小中学校長期休業期間は、９時開館です。

上磯有川野球スポーツ少
年団

(16:30-18:30)

ず-し-ほっき(13-16)

★スポーツ合宿
(9:00-17:00)

雨天時のみ

★しまーず(19-21)

コスモスA(9-12)

北斗上磯ジュニアバド(17-19)

★上磯中学校部活(16:00-18:30)

★春休み体力づくり教室(9-12)

★春休み体力づくり教室(9-12)

Team.K.on(18ｰ21)

※総合体育館における大会開催時は、事故防止のため走路を閉鎖しております。

スポーツ合宿
(9:00-17:00)

雨天時のみ

スポーツ合宿
(9:00-17:00)

雨天時のみ

★上磯中学校部活(16:00-18:30)

★SUNS(19ｰ20) ★新体操クラブ(18半-20)

北斗wings jr(19-21)

★大野中部活(15半-18)

Sサポート(17半-20半)

Team.K.on(18ｰ21) 北斗市テニス協会(19:00-21:00)

Ｋ.Ｊ体操スク-ル・体操・新体操クラブ(15半-19半)

★Team.k.on(19半ｰ21)

★大野中部活(15半-18)

★大野中部活(15半-18)

★コスモス(9-12)

★和道流空手道教室(18-21)

★コパカナリアU-10フットサル大会(9:00-17:00)

★シルキ-(13-16)

休　館　日

剣道少年団 (13:00-16:30) レラモンキーズ(15半-17半)

★バドミントン協会 (18-21) ★北斗上磯ジュニアバド(18-21)
ＰＬバトン上磯教室(17半-19半)

★上磯中央(19:00-21:00)

北斗卓遊会(12-15)
体操クラブ(17-19) ★北斗上磯ジュニアバド(17-19)

★スポーツ合宿 (9:00-17:00)
雨天時のみ

★ＦＣﾉｰｽ(17-19)

クーペ(19半-21)

サッカー教室・ＦＣﾉｰｽ(17-19)

ホワイト(10-12) コスモスA(9-12半) 北斗スポーツクラブ(10-11)

★春休み体力づくり教室(9-12)

北斗市テニス協会(19:00-21:00)


