2022年 11月 小泉トレーニングセンター・相内トレーニングセンター・上ところトレーニングセンター行事予定表
小泉地区トレーニングセンター
アリーナ１
午前
1 火

午後
夜間
午前

2 水

午後
夜間
午前

3 木

午後
夜間
午前

4 金

午後
夜間
午前

5 土

午後
夜間
午前

6 日

午後
夜間
午前

7 月

午後
夜間
午前

8 火

午後
夜間
午前

9 水

午後
夜間
午前

11 金

アリーナ３

午後
夜間

上ところ地区トレーニングセンター
アリーナ１ アリーナ２ アリーナ３

09:00-11:00
11:00-13:00
13:00-15:00

休 館 日

15:00-17:00
17:00-19:00
19:00-21:00
09:00-11:00

中央ミニバス男子
北見春光

フレンドセンター（全面）
柏陽女子ソフトテニス部（全面）
しらかば

くるみスポーツクラブ

11:00-13:00
13:00-15:00
15:00-17:00
17:00-19:00
19:00-21:00

北見YMCA
エンジェルバトンクラブ
FCオーバーエイジ

フレンドセンター（全面）
柏陽女子ソフトテニス部（全面）

高栄ミニバス男子
アンカー

09:00-11:00
11:00-13:00
13:00-15:00

休 館 日

15:00-17:00

エルフサッカー
柏陽女子ソフトテニス部（全面）

休 館 日

17:00-19:00
19:00-21:00
09:00-11:00 キューピー
11:00-13:00

ほほえみ卓球

13:00-15:00

フレンドセンター（全面）

15:00-17:00
17:00-19:00
19:00-21:00
09:00-11:00
11:00-13:00
13:00-15:00
15:00-17:00

柏陽女子バスケ部
車椅子バスケットボール
緑陵サッカー部
小泉ミニバス女子
エンジェルバトンクラブ
エンジェルバトンクラブ

北見ソフトテニス少年団（全面）

夢羽

コスモス

北見市役所テニス部（全面）

柏陽女子ソフトテニス部（全面）
北見イーグルス
バレーボール協会 教室
オホーツク剣道研究グループ
上常呂VBCジュニアーズ

17:00-19:00
19:00-21:00
09:00-11:00
11:00-13:00
13:00-15:00
15:00-17:00
17:00-19:00
19:00-21:00
09:00-11:00

アンカー
バレーボール協会 教室

柏陽女子ソフトテニス部（全面）
エルフサッカー
FCミイラ
夢羽
FCオーバーエイジ

スポーツ中年団（全面）

くるみスポーツクラブ

11:00-13:00

月曜会

13:00-15:00

フレンドセンター（全面）

15:00-17:00

北見オニオンB
スパーティ

17:00-19:00
19:00-21:00

ジェイスポーツプロモーション（小学生）
ジェイスポーツプロモーション（中学生）

北見ビクトリー（全面）

09:00-11:00
11:00-13:00
13:00-15:00

ロブクラブ（全面）

15:00-17:00
17:00-19:00
19:00-21:00
09:00-11:00

休 館 日

柏陽女子バスケ部
北見春光

フレンドセンター（全面）
柏陽高校女子ソフトテニス部（全面）
しらかば

くるみスポーツクラブ

11:00-13:00

ロブクラブ（全面）
15:00-17:00
北見YMCA
17:00-19:00
柏陽女子バスケ部
夜間
19:00-21:00 キャンディロロ 柏泉16会
午後

午前
10 木

アリーナ２

相内地区トレーニングセンター
アリーナ１ アリーナ２ アリーナ３

13:00-15:00

09:00-11:00

フレンドセンター（全面）
高栄ミニバス男子
FCオーバーエイジ
藤高校バスケットボール部

エンジェルバトンクラブ
アンカー

11:00-13:00
13:00-15:00

休 館 日

15:00-17:00

休 館 日
柏陽女子ソフトテニス部
北見イーグルス

17:00-19:00
19:00-21:00
09:00-11:00 キューピー
11:00-13:00
13:00-15:00

ほほえみ卓球

フレンドセンター（全面）

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

小泉ミニバス女子
車椅子バスケットボール

緑陵女子ソフトテニス部（全面）
工業サッカー部

北見ビクトリー（全面）
北見イーグルス

小泉地区トレーニングセンター
アリーナ１
午前
12 土

午後
夜間
午前

13 日

午後
夜間
午前

14 月

午後
夜間
午前

15 火

午後
夜間
午前

16 水

午後
夜間
午前

17 木

午後
夜間
午前

18 金

午後
夜間
午前

19 土

午後
夜間
午前

20 日

午後
夜間
午前

21 月

午後
夜間
午前

22 火

午後
夜間

09:00-11:00
11:00-13:00

アリーナ２

アリーナ３

ポプラミニバス男子
NPO法人こばと

13:00-15:00

相内地区トレーニングセンター
アリーナ１ アリーナ２ アリーナ３
商業女子ソフトテニス部（全面）
KTC（全面）
愛球会（全面）

北見市役所ソフトテニス部（全面）

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

上ところ地区トレーニングセンター
アリーナ１ アリーナ２ アリーナ３
柏陽女子バレーボール部
遠軽女子バレーボール部

柏陽女子ソフトテニス
夢羽

コスモス

アンカー

09:00-11:00
11:00-13:00
13:00-15:00
15:00-17:00

北見地区クラブバレーボール連盟
クラブ総合選手権大会

17:00-19:00
19:00-21:00
09:00-11:00

緑陵女子ソフトテニス部（全面）
北斗女子ソフトテニス部（全面）
ポプラガールズ
FCミイラ

FCオーバーエイジ

スポーツ中年団（全面）

くるみスポーツクラブ

11:00-13:00
13:00-15:00

月曜会

フレンドセンター（全面）

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

北見地区クラブバレーボール連盟
クラブ総合選手権大会（全面）

小泉ミニバス女子
たらちゃんＦＣ

緑陵女子ソフトテニス部（全面）
工業サッカー部

北見ビクトリー（全面）
北見イーグルス

09:00-11:00
11:00-13:00

ロブクラブ

13:00-15:00
15:00-17:00
17:00-19:00
19:00-21:00
09:00-11:00

休 館 日

柏陽サッカー部
ジェイスポーツプロモーション

フレンドセンター（全面）
柏陽女子ソフトテニス部（全面）
しらかば

くるみスポーツクラブ

11:00-13:00
13:00-15:00

ロブクラブ（全面）

フレンドセンター（全面）

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

エンジェルバトンクラブ
FCオーバーエイジ

高栄ミニバス男子
アンカー

09:00-11:00
11:00-13:00
13:00-15:00

休 館 日

15:00-17:00

休 館 日
柏陽女子ソフトテニス部（全面）

17:00-19:00
19:00-21:00
09:00-11:00 キューピー
11:00-13:00
13:00-15:00
15:00-17:00
17:00-19:00
19:00-21:00
09:00-11:00
11:00-13:00
13:00-15:00
15:00-17:00
17:00-19:00

ほほえみ卓球
ジェイキッズサッカー
ジェイスポーツプロモーション
車椅子バスケットボール
北見市バドミントン協会
ランキング大会（全面）
小泉ミニバス女子
柏陽女子ソフトテニス部（全面）

11:00-13:00
13:00-15:00
15:00-17:00
17:00-19:00
19:00-21:00
09:00-11:00

ペパーミント
商業女子ソフトテニス部（全面）
工業テニス部（全面）
北見市役所ソフトテニス部（全面）
北見工業サッカー部
コスモス

19:00-21:00
09:00-11:00

フレンドセンター（全面）

柏陽女子ソフトテニス部（全面）
柏陽女子テニス部（全面）
柏陽サッカー部
北中サッカー部
夢羽
FCオーバーエイジ

北見ビクトリー
北見イーグルス
柏陽サッカー部
柏陽女子テニス部（全面）

アンカー

北見市役所ソフトテニス部（全面）
アスディス少年団（全面）
スポーツ中年団（全面）

くるみスポーツクラブ

11:00-13:00
13:00-15:00
15:00-17:00
17:00-19:00
19:00-21:00

月曜会
ジェイキッズサッカー
ジェイスポーツプロモーション
エスペランサＦＣ

フレンドセンター（全面）
北見オニオンＢ

北見ビクトリー（全面）

09:00-11:00
11:00-13:00
13:00-15:00

ロブクラブ（全面）

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

エンジェルバトンクラブ
北見春光

休 館 日

フレンドセンター（全面）

しらかば

小泉地区トレーニングセンター
アリーナ１
午前
23 水

午後
夜間
午前

24 木

午後
夜間
午前

25 金

午後
夜間
午前

26 土

午後
夜間
午前

27 日

午後
夜間
午前

28 月

午後
夜間
午前

29 火

午後
夜間
午前

30 水

午後
夜間

アリーナ２

アリーナ３

相内地区トレーニングセンター
アリーナ１ アリーナ２ アリーナ３

上ところ地区トレーニングセンター
アリーナ１ アリーナ２ アリーナ３

ＦＣオーバーエイジ

アンカー

09:00-11:00
11:00-13:00
13:00-15:00

ロブクラブ（全面）

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

エスペランサＦＣ

09:00-11:00
11:00-13:00
13:00-15:00
15:00-17:00

休 館 日

17:00-19:00

休 館 日
中央ミニバス

19:00-21:00
09:00-11:00 キューピー
11:00-13:00
ほほえみ卓球
13:00-15:00
ジェイキッズサッカー
15:00-17:00
ジェイスポーツプロモーション
17:00-19:00
車椅子バスケットボール
19:00-21:00
いきいきスポーツクラブ
09:00-11:00
緑陵サッカー部
11:00-13:00
北中サッカー部
13:00-15:00
15:00-17:00
17:00-19:00
夢羽
19:00-21:00
北見テニス協会キッズ（全面）
09:00-11:00
北見テニス協会ジュニア（全面）
11:00-13:00
緑陵サッカー部
13:00-15:00
15:00-17:00
夢羽
17:00-19:00
FCオーバーエイジ
19:00-21:00
09:00-11:00 くるみスポーツクラブ
11:00-13:00
月曜会
13:00-15:00
15:00-17:00
北見オニオンB
17:00-19:00
マンデーフット
19:00-21:00
09:00-11:00
11:00-13:00
ロブクラブ（全面）
13:00-15:00
15:00-17:00
17:00-19:00
北見春光
19:00-21:00
くるみスポーツクラブ
09:00-11:00
11:00-13:00
ロブクラブ（全面）
13:00-15:00
15:00-17:00
南ミニバス男子
17:00-19:00
19:00-21:00 キャンディロロ 柏泉16会 オレンジ会

フレンドセンター（全面）
北見ビクトリー

北見ソフトテニス少年団（全面）
北見イーグルス

緑陵女子ソフトテニス部（全面）
藤男子ソフトテニス部（全面）
ＫＴＣ（全面）
北見市役所ソフトテニス部（全面）
コスモス
緑陵男子ソフトテニス部（全面）
藤男子ソフトテニス（全面）
北斗女子テニス部（全面）

アンカー
北見市役所ソフトテニス（全面）
緑陵女子ソフトテニス部（全面）
アスディス少年団
スポーツ少年団

フレンドセンター（全面）
緑陵男子ソフトテニス部（全面）

休 館 日

緑陵女子ソフトテニス（全面）
北見イーグルス

フレンドセンター（全面）
北見テニス協会ジュニア（全面）
しらかば

フレンドセンター（全面）
藤男子ソフトテニス部（全面）
FCオーバーエイジ

※ 予定されている行事は、変更または中止されることがありますので、あらかじめご了承ください。

アンカー

