
2020/8/31 現在

空いている時間帯（1時間の表記はしていません）

スポーツ少年団

学校名

利用時間：管理場所
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 備　考

潮来学童クラブ(14-17)全 潮来学童クラブ(14-17)全 潮来学童クラブ(14-17)全 潮来学童クラブ(14-17)全 潮来学童クラブ(14-17)全 潮来SSS(9-12)全雨天時 潮来MBCダンクスポーツ少年団(9-12)全   潮来学童クラブ：冬春休み 月-金 9-17全

潮来小学校

体育館 17-19 全 空 17:00-19:30 全 空 17-19 全 空 潮来SSS(18-21) 全 潮来MBCダンクスポーツ少年団(13-17)全 潮来SSS(13-16)全 雨天時 祝：潮来SSS (9-12)全 雨天時

潮来SSS(18-21) 全

潮来小PTA(19-21)半 17:00-19:00全空 16:00-18:30全空

平日 17-21時 バンディッツ(19-21)全 潮来パワーズ(19:30-21)全 チームアキレス(19-21)半 タイガーバニーズ(18：30-21)全

土日祝 9-21時 ピーチ(19-21)半
潮来市民9人制ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会実行委員会(19-21)半

焼き肉仙

津知学童クラブ(14-17)全 津知学童クラブ(14-17)全 津知学童クラブ(14-17)全 津知学童クラブ(14-17)全 津知学童クラブ(14-17)全 津知クィーンズ(9-12)全 津知クィーンズ(9-12)全   津知学童クラブ：冬春休み月-金 9-17全

津知小学校

体育館 津知クィーンズ(17-19:30)全 17:00-19:30全空 17:00-18:30全空 津知クィーンズ(17-19)全 津知クィーンズ(17-19:30)全 津知SS(9-17)全 雨天時利用 津知SS(9-17)全 雨天時利用

  津知SSｻｯｶｰ(18：30-21)全

平日 17-21時 19:30-21:00全空 メタボッチ(19:30-21)全 SKYLANTERN　(19-21)全 日の出ビクトリーズ(19：30-21)全 17:00-19:00全空 17:00-21:00全空 祝：津知SSS（9-17） 雨天時

土日祝 9-21時   

      TOURNESOL(19-21)半

堀川食堂 19:00-21:00半空

17:00-19:00全空 17:00-19:30全空 17:00-19:00全空 延方SS(17-21)全 17:00-19:30全空 潮来イーグルス (9-17) 全  雨天時 潮来イーグルス (9-17) 全  雨天時 祝：潮来イーグルス (9-17) 全  雨天時

大生原小学校 ※雨天時、延方小体育館が使用出来ない場合 ※雨天時、延方小体育館が使用出来ない場合 ※雨天時、延方小体育館が使用出来ない場合

体育館 O.S.V.C(19-21)全 大生原クラブ(19:30-21)全 O.S.V.C(19-21)全

17-19全空

平日 17-21時 大生原クラブ(19:30-21)全 TEAM GACHI(19-21)全

土日祝 9-21時 17-21全空

石津食堂

延方学童クラブ(14-17)全 延方学童クラブ(14-17)全 延方学童クラブ(14-17)全 延方学童クラブ(14-17)全 延方学童クラブ(14-17)全 延方ミニバス(9-12)全 潮来イーグルス(9-17)全雨天時   延方学童クラブ：冬春休み月-金 9-17全

※延方ミニバス・延方SSが利用しない時に利用

延方小学校 延方ミニバス(17:30-19)全 潮来MBCダンクスポーツ少年団  延方ミニバス(17:30-20)全 17:00-19:00全空 延方ミニバス(17:30-19:45)全 延方SS(9-17)全 雨天時

体育館 (18-20)全 延方SS(9-17)全 雨天時 祝：延方SS(9-17)全 雨天時

平日 17-21時 　　※Wingsが使用しない時に使用。半 潮来イーグルス (9-17) 全  雨天時

土日祝 9-21時 Genki☆AND(19-21)全 　　※19時まで全面、19-20時半面 ウィングス(19:45-21)半 ※延方ミニバス・延方SSが利用しない時に利用 17:00-19:00全空

ノア(19-21)半 #RD234(19:45-21)半

Wings (19-21)半 ピーチ(19-21)半 17:00-19:00全空 Wings (19-21)全面

くさの薬局 Cat's  (19-21)半

Seven stars(19-21)半

AED設置 あおぞら(19-21)半

日の出学童クラブ(14-17)全 日の出学童クラブ(14-17)全 日の出学童クラブ(14-17)全 日の出学童クラブ(14-17)全 日の出学童クラブ(14-17)全 日の出ミニバス(9-12)全 日の出ミニバス(9-12)全   日の出学童クラブ：冬春休み月-金 9-17全

日の出小学校

体育館 日の出ミニバス(17-19)全 日の出ミニバス(17-19)全 日の出ミニバス(17-20)全 日の出ミニバス(17-20)全 日の出ミニバス(17-19)全 日の出SSS （9-17全雨天時) 日の出SSS （9-17全雨天時) 祝：日の出ミニバス(9-12)全

※日の出ミニバス相談 ※日の出ミニバス相談

平日 17-21時 祝：日の出SSS(9-17)全　雨天時

土日祝 9-21時 サブマリンズ(19-21)全 潮来バドミントンクラブ(19-21)全 潮来バドミントンクラブ(19-21)全 17:00-19:00全空 17:00-19:00全空

セブンイレブン日の出６丁目 PARADISE(19-21) 全 日の出ビクトリーズ(19-21)全

牛堀学童クラブ(14-17)全 牛堀学童クラブ(14-17)全 牛堀学童クラブ(14-17)全 牛堀学童クラブ(14-17)全 牛堀学童クラブ(14-17)全   牛堀学童クラブ：冬春休み月-金 9-17全

牛堀小学校 牛堀ﾐﾆﾊﾞｽ(9-19)全 牛堀ﾐﾆﾊﾞｽ(9-19：30)全

体育館

牛堀ﾐﾆﾊﾞｽ( 17-19:30)全 牛堀ﾐﾆﾊﾞｽ( 17-19:30)全 牛堀ﾐﾆﾊﾞｽ( 17-19:30)全 牛堀ﾐﾆﾊﾞｽ(17-18)全 牛堀ﾐﾆﾊﾞｽ( 17-19:30)全 19:30-21:00全空 　祝：牛堀ﾐﾆﾊﾞｽ9-19：30全

平日 17-21時

土日祝 9-21時 牛堀バドミントンクラブ(19:30-21)全 チーム43(19：30-21)半 牛堀バドミントンクラブ(19:30-21)全 潮来MBCダンクスポーツ少年団(18-20)全 リッチアイランド(19:30-21)半 牛堀サッカーユナイテッド(19-21)全

實川板金塗装 BISON (19:30-21)1/4 レッツゴークラブ(19:30-21)半

インヴィクタ (19:30-21)1/4

2020年下半期　市立小・中学校開放体育施設(体育館・武道場)の利用日程　(10月-3月）

  牛堀ミニバス：冬春休み　全

月火水金 （9-19：30）木（9-18）
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2020/8/31 現在

空いている時間帯（1時間の表記はしていません）

スポーツ少年団

学校名

利用時間：管理場所
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 備　考

2020年下半期　市立小・中学校開放体育施設(体育館・武道場)の利用日程　(10月-3月）

Crazy☆P(19-21)半 team PANDA(19-21)半 あすなろ(19-21)半 19:00-21:00全空

潮来Wings (19-21)半

潮来第一中学校 チームBD    (19-21)半 神ッテル！(19:30-21)半 チーム アキレス　(19-21)半 Crazy☆P (19-21)1/4 グリーンピース(19-21)半

体育館・武道場 ドランカーズ (19-21) 1/4 神ッテル！(19:30-21)半

Hallos(19:30-21)半

平日土日祝 Hallos(19:30-21)半

 19-21時

【武道場】 【武道場】 【武道場】 【武道場】 【武道場】 【武道場】 【武道場】

セブンイレブン潮来本町店 牛堀少年剣道愛好会(19-21)全 19:00-21:00 全空 牛堀少年剣道愛好会(19-21)全 19:00-21:00全空 牛堀少年剣道愛好会(19-21)全 19:00-21:00全空 19:00-21:00全空

ROCKS2013(19-21)半 BUFFALO (19:00-21:00) 半 VAINQUEUR(19-21)半 ANTHEM(19-21)半 日曜バスケ(19-21)半

チーム楽々（19-21）半 カンピオーネ(19-21)半

潮来第二中学校 TIGERABI(19-21)1/4 SKYLANTERN(19-21)半 MAJI-SHINGU(19-21)半 ブラザーズ (19:30-21)半 フェニックス(19-21)半

体育館・武道場  ノ   ア     (19-21)1/4

Infinity(19-21)半 ITAKO ALLSTARS(19-21)半 VAINQUEUR(19-21)半 unite(19-21)半

平日土日祝

 19-21時 SAINTS(セインツ)(19-21)1/4

体育館・武道場 ⇒ 弥生商店 【武道場】 【武道場】 【武道場】 【武道場】 【武道場】 【武道場】 【武道場】

延方スポーツ少年団(剣道)(19-21)全 延方スポーツ少年団(剣道)(19-21)全 延方スポーツ少年団(剣道)(19-21)全 延方スポーツ少年団(剣道)(19-21)全 延方スポーツ少年団(剣道)(19-21)全 成柔館（19-21）全 19:00-21:00全空

AED設置

潮来Wings (19-21)半 チームイタコレイカース(19-21)半 日の出1丁目　(19-21)半 サブマリンズ  (19-21)半 ハッピークローバー (19:30-21)半 潮来カンガルー(19-21)半 潮来市民9人制ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会実行委員会(19-21)半

日の出中学校 福  楽  園   (19-21)半 funny    (19-21)半 Sparrows  (19-21)半 潮来カンガルー (19-21)半 日の出Soleil    (19-21)半 sparrows(19-21)半

体育館・武道場 チームBD    (19-21)半

平日土日祝

 19-21時 【武道場】 【武道場】 【武道場】 【武道場】 【武道場】 【武道場】 【武道場】

セブンイレブン日の出６丁目店 成柔館（19-21）全 日の出剣友会（19-21） 成柔館（19-21）全 成柔館（19-21）全 成柔館（19-21）全 日の出剣友会（19-21） 19:00-21:00 全空

AED設置

White Shining Stars (19-21)1/4 WAKABA(19-21)半 牛堀バスケットボールクラブ(19-21)全 ソフトテニス愛好会 (19-21)全

牛堀中学校 BLAZE (19:30-21)1/4

体育館 26ters (19-21)半 WAKABA (19-21)1/4 チーム43  (19：30-21)半

Amazing(19-21)半 チーム1kumi  (19-21)1/4

平日土日祝 メタボーイズ(19-21)全 19:00-21:00 1/4空 19:00-21:00 1/4空 2019.1組2組 (19:30-21)1/4 アミノタツハル(19-21)半

 19-21時

實川板金塗装

鹿島育成園(9-15)全 鹿島育成園(9-15)全 鹿島育成園(9-15)全 鹿島育成園(13-15)全 鹿島育成園(9-15)全
牛堀SSS(9-12)　全 雨天時

潮来レッズ（9-17） 潮来レッズ（9-17）

15:00-21:00全空 15:00-19:00全空 15:00-17:00全空 15:00-17:00全空 15:00-17:00全空

森内石油店 ひまわり＆Dream’s(19-21) 全 牛堀KIDS　(17-21)全 17:00-21:00全空

潮来レッズ（17-19）全 潮来レッズ（17-19）全 潮来レッズ（17-19）全

フォーエバー(19-21)全 牛堀KIDS　(19-21)全 フォーエバー(19-21)全

延方ミニバス（17：30-19）全

延小体育館使用不可時利用団体と調整

延方ミニバス（17：30-20）全

延小体育館使用不可時利用団体と調整

延方ミニバス（17：30-19：45）全

延小体育館使用不可時利用団体と調整

延方ミニバス（9-12）全

延小体育館使用不可時利用団体と調整

赤文字は3月のみ

津知クイーンズ (17-19：30)全 津知クイーンズ (17-19)全

9:00-17:00全空 9:00-18:00全空 9:00-19:30全空 9:00-12:30全空 9:00-19:30全空 牛堀SSS(9-12)全　雨天時利用 いきいきITAKOｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ(9:30-16)全

牛堀KIDS　(17-21)全 潮来市トレセン(18-21)全 フレンズ(19:30-21)半 れいめい(12:30-15)全 いきいきITAKOｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ(19:30-21)全 いきいきITAKOｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ(12:30-16)全 牛堀サッカーユナイテッド(16-21)全

平日土日祝 9-21時

19:30-21:00半空 15:00-18:00全空 16:00-19:00全空
(有)松島商事

牛堀SSS(18-20)全 牛堀小5年生(19-21)全

津知クィーンズ(17-19:30)全 赤文字は3月のみ

牛堀ミニバス 牛堀ミニバス 牛堀ミニバス 牛堀ミニバス 牛堀ミニバス

    ※ 3/ 1 -19 (15-17)全     ※ 3/ 1 -19 (15-18)全     ※ 3/ 1 -19 (15-18)全     ※ 3/ 1 -31 (15-18)全     ※ 3/ 1 -19 (15-18)全 

※ 3/20 〜31 (13-17)全     ※ 3/20 〜31 (13-18)全     ※ 3/20 〜31 (13-18)全     ※ 3/20 〜31 (13-18)全 

赤文字は3月のみ

※学校行事・子供会育成会・市の事業等(学童クラブ)が優先利用となります。

旧牛堀第二小学校

体育館

平日土日祝

9-21時

旧八代小学校 体育館

赤文字は3月のみ
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