平成３1年前期
北斗市総合体育館
大

Ａ面

体

Ｂ面

ソフトテニス協会（9-12）雨天時
1

水

℡７３－６４８１
Ｃ面

育

Ｄ面

室

★北斗Wings

jr（19-21）

小体育室

北

斗

浜分体育センター
Ａ面

Ｂ面

北斗スポーツクラブ(10-11)

カトレア（10-12）

体操クラブ（16半-18半） 北斗上磯ジュニア（17-19） レラモンキーズ（17半-19半）

★ハピネス（19-21）

５月

柔道（19-21）

★クロウス（19半-21） ★NewRiver's（19-21）

剣道（18半-21）

木

モルツ（18-21）

体操クラブ・新体操クラブ（16半-19半）
中央クラブ（19半-21）

チームｋｏｎ（19半-21）

℡４９－４３２３
Ｃ面

Ｄ面

七重浜こども園（10-11）

空手之道（19-21）

空手（18半-21）

北斗市バスケットボール協会（17-21）

★スポーツ合宿

金

(9-21)

育

館

行

久根別体育ｾﾝﾀｰ ℡７３－９６１９
Ａ面

Ｂ面

マスカット（9半-12）

ピーチレディース（10-12）

Ｃ面

事

日

程

平成31年4月17日作成

茂辺地体育ｾﾝﾀｰ ℡７５－３５４４
Ａ面

B面

C面

Ｄ面

★NEXT(19-21)

まるちゃん（18-21）

★コスモス（9-12）

★ちびっ子テニス（15半-18）

★和道流北星館（18-21）
★スカッシュクラブ（10-12）

フラッパーズ（19-21）

わかばサークル（13-15）

★卓球ライラック（9-12）

★オープラス（18-21）

浜分中学校（16-18）
★ブラックス（19-21）

★R・B（19-21）

ずーしーほっき（13-16）

5

★スポーツ合宿

日

月

7

火

北斗クラブ（12-15）
体操クラブ（16半-19半） 北斗上磯ジュニア（17-19）

北斗Wings jr（19-21）

北斗卓遊会（12-15）
上磯中学校（16-18半）
新体操クラブ（18半-20）
suns(19-21)

空手（18半-21）

柔道（19-21）

北斗ＳＣ（16半-17半）

かめちゃん（18-21）

茂辺地BMT（19-21）

★北斗Wings

jr（19-21）

★クロウス（19半-21） ★NewRiver's（19-21）

剣道（18半-21）

木

スカイクラブ（19半-21）

中央クラブ（19半-21）

チームｋｏｎ（19半-21）

卓球ライラック（9-12）

★主婦ソフトテニス（9-12）

ソフトテニス（13-15半）

かめちゃん（19-21）

アップルパイ（19-21）

BMT（19-21）

★NEXT(19-21)

まるちゃん（18-21）

★コスモス（9-12）

わかばサークル（13-15）

★オープラス（18-21）

浜分中学校（16-18）
★ブラックス（19-21）

★R・B（19-21）

フラッパーズ（19-21）

★卓球ライラック（9-12）

★島川クラブ（19-21）

★BLANK’S（18-21）

★ウィングス（18-21）

かめちゃん（18-21）

茂辺地BMT（19-21）

★SPS(19-21)

アップルパイ（19-21）

★Sサポート（17半-20）

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日

KSN（17-21）

北斗Wings jr（19-21）

★ハピネス（19-21）

★北斗Wings

jr（19-21）

柔道（19-21）

★クロウス（19半-21） ★NewRiver's（19-21）

剣道（18半-21）

コスモス（9-12）
16 木

スカイクラブ（19半-21）

中央クラブ（19半-21）

チームｋｏｎ（19半-21）

モルツ（18-21）

体操クラブ（17-19）
★ハピネス（19-21）

北斗上磯ジュニア（17-19）
★北斗Wings

jr（19-21）

空手之道（19-21）

北斗市バスケットボール協会（17-21）
北斗卓遊会（12-15）

サッカー・FC（15半-18半）雨天時のみ

KJ新体操スクール（16-18）

★上磯中央（19-21）

10 金

12 日

★ユニオン（9半-12）

大野中学校（15半-18）

14 火

スマイル（9-12）

ピーチレディース（10-12）

バド愛好会（17-19）
★KNB北斗（19-21）

★NEXT(19-21)

まるちゃん（18-21）

★コスモス（9-12）

★北斗リトルウィッチ（15半-18）

★卓球協会・YDK（19-21）

★バレーボール協会（19-21）

★主婦ソフトテニス（9-12）

シニアーズ（12半-15半）

ソフトテニス（13-15半）
★ちびっ子テニス（15半-18）

★ウィニングショット（18-19半）ミラクルショット（19半-21）

★和道流北星館（18-21）
★さわやか（10-12）

★スカッシュクラブ（10-12）

フラッパーズ（19-21）

★卓球ライラック（9-12）

15 水

★剣道少年団（15半-18）

浜分中学校（16-18）
コニーズ（9-12）

ワークセンターほくと（13-14半）

マスカット（9半-12）

★久根別バドミントン（19-21）

浜分こども園(9-10半) 浜分卓球OB会（9-12）
空手（18半-21）

北斗クラブ（12-15）
17 金

七重浜こども園（10-11）

浜分FC（16-18）雨天時 新体操クラブ（17-19）
シャトルビート（18-21）

BLC’06（13-16）
K.J体操スクール・体操クラブ・新体操クラブ（15半-19半）

木

★ソフトバレー協会・大野バド・ソフトテニス（19-21）

カトレア（10-12）

体操クラブ（16半-18半） 北斗上磯ジュニア（17-19） レラモンキーズ（17半-19半）

9

11 土

ソフトテニス（13-15半）

空手（18半-21）

ソフトテニス協会（9-12）雨天時
15 水

水

★北斗スポーツクラブ大会18-21

★主婦ソフトテニス（9-12）

北斗ＳＣ（16半-17半）

8

13 月

コスモス（9-12）
北斗卓遊会（12-15）
上磯中学校（16-18半）
新体操クラブ（18半-20）
suns(19-21)

火

大野グリーン（19-21）

★ＫＳＮファミリー大会
(9:00-17:00)

北星館
(13半-16)

★尚空館（18半-21） ★BARKS（18半-21）

13 月

7

★ソフトバレー・YDK・卓球協会・大野バド（19-21）

大野ジュニアバド（13-15半）

フラッパーズ（19-21）

ずーしほっき(9-12)

★審判研修会
(9-17)

月

ちびっ子テニス（9-12）

卓球ライラック（9-12）

★KNB北斗（19-21）

6

★忠道塾（19-21） ★大野クラブ（19-21）

大野中学校（15半-18）

★GLANZ，０７(19-21)

★剣道スポーツ少年団(13半-16半)
★コメックス（19-21）

日

ユニオン（9半-21）スマイル（9-12）

★上磯中学校部活（16-18半）
★ストロベリー（19-21） ★KNB北斗（19-21）

5

★マイウェイ（10-12）

★大野ジュニアバド（15半-18）

北斗リトルウィッチ（15半-18）

チームｋｏｎ（18-21）

北斗クラブ（12-15）

★バレーボール協会（19-21）

★主婦ソフトテニス（9-12）

★和道流北星館（18-21）

ホワイト(10-12)

ずーしーほっき（13-16）

★ラジオ体操特別巡回
(9:00-12:00)

体操クラブ（16半-19半） 北斗上磯ジュニア（17-19）

★北斗リトルウィッチ（15半-18）

★卓球協会・YDK（19-21）

★ちびっ子テニス（15半-18）

★スカッシュクラブ（10-12）

土

★ソフトテニス協会（19-21）

★剣道少年団（15半-18）

ソフトテニス（13-15半）

★さわやか（10-12）

4

チームスマイル（9-12）

シニアーズ（12半-15半）

コニーズ（9-12）

金

★ユニオン（9半-12）

カトレア（11-13）

★シールズ（19-21）

14 火

ソフトバレー協会・大野バド（19-21）

浜分中学校（16-18）
★ウィニングショット（18-19半）ミラクルショット（19半-21）

★ラジオ体操特別巡回事前準備
(9:00-21:00)

12 日

★KNB北斗（19-21）

3

KSN（17-21）

大野中学校（15半-18）

★久根別バドミントン（19-21）

浜分卓球OB会（9-12）

★空手之道（19-21）

11 土

空手之道（19-21）

★第１３回道南ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞIN
北斗小学生バレーボール大会
(9-21)

クッキーハウス（13-15）

ピーチレディース（10-12）

モルツ（18-21）

アップルパイ（19-21）

★Sサポート（17半-20）

グリーンクラブ（13半-16）

木

★ソフトバレー・YDK・卓球協会・大野バド（19-21）

★第１３回道南ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞIN
北斗小学生バレーボール大会
(9-17)

マスカット（9半-12）

シャトルビート（18-21）

フラッパーズ（19-21）

北星館
(13半-16)

バド愛好会（17-19）

★ラジオ体操特別巡回事前準備
(9:00-21:00)

10 金

★SPS(19-21)

七重浜こども園（10-11）

空手（18半-21）

北斗市バスケットボール協会（17-21）

★KNB北斗（19-21）

浜分FC（16-18）雨天時 新体操クラブ（17-19）

BLC’06（13-16）

体操クラブ・新体操クラブ（16半-19半）

★コメックス（19-21）

オールドスクール（18半-21）

コスモス（9-12）
9

★剣道スポーツ少年団(13半-16半)

ひまわり（19-21）

カトレア（10-12）

体操クラブ（16半-18半） 北斗上磯ジュニア（17-19） レラモンキーズ（17半-19半）

★ハピネス（19-21）

★ウィングス（18-21）

★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半） ★シルキー（13-16）
浜分中学校（16-18）
★島川クラブ（19-21）
★ハム（18半－20半）
★上磯中央（19-21）

ソフトテニス協会（9-12）雨天時
水

★BLANK’S（18-21）

★尚空館（18半-21） ★BARKS（18半-21）

コスモス（9-12）

8

★島川クラブ（19-21）

スポーツ合宿(9-14)

(9-17)

チームｋｏｎ（18-21）

6

★シールズ（19-21）

2

★忠道塾（19-21） ★大野クラブ（19-21）

大野中学校（15半-18）

★GLANZ，０７(19-21)

柔道（18-20）
空手（18半-21）

水

ユニオン（9半-21）スマイル（9-12）

★上磯中学校部活（16-18半）
★ストロベリー（19-21） ★KNB北斗（19-21）

1
★マイウェイ（10-12）

★大野ジュニアバド（15半-18）

カトレア（11-13）

ワークセンターほくと（13-14半）

(9-21)

★バレーボール協会（19-21）

★主婦ソフトテニス（9-12）

卓球ライラック（9-12）

★スポーツ合宿

土

★北斗リトルウィッチ（15半-18）

★卓球協会・YDK（19-21）

ソフトテニス（13-15半）

★さわやか（10-12）

Ｂ面

★剣道少年団（15半-18）

浜分中学校（16-18）
★ウィニングショット（18-19半）ミラクルショット（19半-21）

★空手之道（19-21）

4

℡７７－７２００

Ａ面
スマイル（9-12）

バド愛好会（17-19）
★KNB北斗（19-21）

北斗市スポーツセンター

シニアーズ（12半-15半）

コニーズ（9-12）

3

体

★久根別バドミントン（19-21）

浜分卓球OB会（9-12）

BLC’06（13-16）
スカイクラブ（19半-21）

内

浜分FC（16-18）雨天時 新体操クラブ（17-19）
シャトルビート（18-21）

コスモス（9-12）
2

市

★マイウェイ（10-12）

★大野ジュニアバド（15半-18）

ユニオン（9半-21）スマイル（9-12）

カトレア（11-13）

ワークほくと（13-14半）

わかばサークル（13-15）

★空手之道（19-21）

★オープラス（18-21）

浜分中学校（16-18）
★ブラックス（19-21）

★R・B（19-21）

★上磯中学校部活（16-18半）
★ストロベリー（19-21） ★KNB北斗（19-21）

★GLANZ，０７(19-21)

16 木

★忠道塾（19-21） ★大野クラブ（19-21）

大野中学校（15半-18）
かめちゃん（18-21）

茂辺地BMT（19-21）

★ソフトバレー・YDK・卓球協会・大野バド（19-21）

17 金

