
曜日 時間 場所

毎週日曜日 10時00分～13時00分

毎月第1･3土曜日 10時00分～12時00分

毎週土曜日 19時00分～21時00分

毎週火曜日 20時00分～21時00分

居合道 岡垣玄心会 大　人 毎週土曜日 18時00分～20時00分 町民武道館剣道場

毎週月曜日 19時00分～21時00分

毎週金曜日 18時00分～19時00分

挙友養武會　海老津空手教室 子ども 毎週土曜日 17時00分～19時00分 町民武道館柔道場

毎週月曜日 19時00分～22時00分 海老津小学校体育館

毎週水曜日 19時00分～22時00分 町民武道館柔道場

毎週土曜日 19時00分～22時00分 吉木小学校体育館

九州空手道連合会　魁武塾 大　人 毎週木曜日 20時00分～22時00分 山田小学校体育館

毎週火・木曜日 19時00分～21時00分

毎週土曜日 14時00分～16時00分

毎週日曜日 09時00分～11時00分

毎週火・金曜日 20時00分～21時00分

毎週日曜日 17時00分～18時00分

白雲錬成会 子ども 毎週火・水・金曜日 18時00分～20時00分 町民武道館剣道場

毎週月～金曜日 16時00分～18時00分

毎週土・日曜日 09時00分～12時00分

毎週火曜日 18時00分～20時00分

毎週木曜日 18時00分～21時00分

毎週土曜日 14時00分～17時00分

岡垣町テコンドー連盟 大　人 毎週日曜日 20時00分～21時00分 町民武道館柔道場

毎週水曜日 18時00分～21時00分 内浦小学校体育館

毎週金曜日 19時00分～21時00分

毎週日曜日 17時00分～20時00分

岡垣町弓道連盟正錬会弓　道 町民弓道場

柔　道

町民武道館柔道場

剣　道

団体名

合気道教室 町民武道館柔道場

大　人
子ども

町民武道館剣道場

練習日程等

町民武道館柔道場

実践空手古武道　武仁會

町民武道館柔道場

空　手

子ども

子ども岡垣中・岡垣東中剣道部

祥平塾岡垣道場

大　人

岡垣町剣道連盟

岡垣町柔道連盟
　　　岡垣柔道クラブ

町民武道館柔道場

町民武道館剣道場

子ども
岡垣町テコンドー連盟
　　　　　　ジュニア

競技種目

子ども

テコンドー

大　人

合気道

国際大山空手道

大　人
子ども

大　人



曜日 時間 場所
団体名

練習日程等
競技種目

岡垣町役場野球部 大　人 毎週水曜日 18時00分～21時00分 総合グラウンドA面

毎週火曜日 17時00分～19時00分 海老津学校グラウンドA面

毎週木曜日 17時00分～19時00分

毎週土・日曜日 15時00分～18時00分

毎週火・木曜日 17時00分～19時00分

毎週土曜日 13時00分～16時00分

毎週日曜日 09時00分～12時00分

毎週水曜日 17時00分～19時00分

毎週土曜日 15時00分～18時00分

毎週日曜日 10時00分～13時00分

毎週月・水・金曜日 17時00分～19時00分

毎週土･日曜日 09時00分～12時00分

11月～2月
14時00分～17時00分

3月～10月
15時00分～18時00分

野間レンジャーズ 子ども 毎週土・日曜日 09時00分～12時00分 松ヶ台グラウンドA面

毎週火・木曜日 17時00分～18時00分 松ヶ台グラウンドA面

毎週土・日曜 09時00分～12時00分 松ヶ台グラウンドB面

毎週火・木曜日 18時00分～19時00分 松ヶ台グラウンドA面

毎週土・日曜日 12時00分～15時00分 松ヶ台グラウンドB面

毎週火・木曜日 17時00分～19時00分

毎週土・日曜日 14時00分～17時00分

毎週月・金曜日 17時00分～19時00分 吉木小学校グラウンド

毎週土曜日 総合グラウンドA面

毎週日曜日 総合グラウンドB面

山田ビクトリー

子ども

海老津小学校グラウンドA面

軟式野球

岡垣ベースボールクラブ

海老津ニュースターズ

報恩母の家　軟式野球部

岡垣ライナーズ
　　　（レギュラー）

西部エンゼルス

子ども

ふれあいスポーツ広場

吉木ジャイアンツ　

子ども

戸切キングス

岡垣ライナーズ
　　　（ジュニア）

毎週土・日曜日 総合グラウンドA面

子ども

子ども

子ども

吉木小学校グラウンド

戸切小学校グラウンド

子ども

子ども

子ども

海老津学校グラウンド全面

9時00分～12時00分



曜日 時間 場所
団体名

練習日程等
競技種目

吉木ソフトボールクラブ 大　人 毎週日曜日 08時00分～10時00分 吉木小学校グラウンド

野間ソフトボールクラブ 大　人 毎週日曜日 07時00分～09時00分 戸切小学校グラウンド

公園通りサンリーズ 大　人 毎週土曜日 07時00分～10時00分 総合グラウンドB面

吉木ウイング 大　人 毎週土曜日 07時00分～09時00分 総合グラウンドA面

山田峠ソフトボールクラブ 大人 毎週日曜日 07時00分～10時00分 岡垣東中学校グラウンド

毎週火・木曜日 17時00分～19時00分

毎月第2・4土曜日 09時00分～11時00分

毎月第1・3日曜日 13時00分～16時00分

毎週水・金曜日 16時30分～19時00分

毎週土・日曜日 09時00分～12時00分

内浦グラウンドゴルフ同好会 大　人 毎週水曜日 09時00分～11時00分 ふれあいスポーツ広場

ＪＡ北九岡垣支店年金友の会
グラウンドゴルフ同好会 大　人 毎週火曜日 09時00分～11時00分 ふれあいスポーツ広場

毎週火・水・木曜日 総合グラウンドB面

毎月第1・3金曜日 総合グラウンドＡ面

毎月第2・4・5金曜日 総合グラウンドB面

高塚区むつみクラブ 大　人 毎週火・水・金曜日 09時00分～11時00分 松ヶ台グラウンドA面

海老津寿会元気会 大　人 毎月第1・3金曜日  8時00分～10時00分 総合グラウンドB面

サンデー手野クラブ 大　人 毎週日曜日 09時00分～12時00分 内浦小学校グラウンド

毎週水曜日 総合GテニスコートA・B

毎週木曜日 総合GテニスコートA

3月～10月
15時00分～18時00分

11月～2月
14時00分～17時00分

毎週水・木曜日 09時00分～12時00分 総合GテニスコートC・D

毎週土曜日 09時00分～12時00分 総合GテニスコートD

アクティブ 大　人 毎週土・日曜日 12時00分～15時00分 総合GテニスコートD

硬式テニスA２グループ 大　人 毎週土・日曜日 15時00分～18時00分 総合GテニスコートC

サタデーテニスクラブ 大　人 毎週木・金曜日 13時00分～16時00分 総合GテニスコートＡ・Ｂ

硬式テニスA１グループ 大　人 毎週土・日曜日 15時00分～18時00分 総合GテニスコートD

毎週日曜日 09時00分～12時00分 総合GテニスコートD

ソフトボール

岡垣町グラウンドゴルフ同好会

岡垣サザンイレブン

岡垣町硬式テニス連盟
　　　　　Bグループ

硬式テニスA3

テニスクラブ　コスモス 大　人

吉木小学校グラウンド

グラウンド
ゴルフ

吉木フットボールクラブ

大　人

海老津小学校グラウンドB面

子ども

サッカー

10時00分～13時00分

09時00分～11時00分

子ども

岡垣テニスクラブ
　　　ODMグループ

毎週土・日曜日 総合GテニスコートB大　人

大　人

大　人

テニス



曜日 時間 場所
団体名

練習日程等
競技種目

毎週土曜日 12時00分～15時00分 総合GテニスコートB

毎週金曜日 15時00分～17時00分

毎週日曜日 10時00分～12時00分

硬式テニスA3

岡垣ミニテニスクラブミニテニス 町民体育館全面大　人

大　人



曜日 時間 場所
団体名

練習日程等
競技種目

毎週水曜日 20時00分～22時00分 山田小学校体育館

毎週木・土曜日 10時00分～13時00分 町民体育館B面

毎週水曜日 13時00分～15時00分 町民体育館B面

毎週日曜日 14時00分～16時00分 戸切小学校体育館

レインボーズ 大　人 毎週月・金曜日 19時30分～21時30分 内浦小学校体育館

商工会ソフトバレー 大　人 毎週金曜日 19時30分～21時30分 吉木小学校体育館

にわか 大　人 毎週火・土曜日 20時00分～22時00分 山田小学校体育館

ラガーズ 大　人 毎週土曜日 20時00分～22時00分 町民体育館全面

岡垣東クラブ 大　人 毎週金曜日 20時00分～22時00分 町民体育館B面

毎週水曜日 17時00分～19時00分

毎週土曜日 16時00分～19時00分

CHERI 大　人 毎週金曜日 19時00分～22時00分 山田小学校体育館

スリーピース 大　人 毎週月曜日 20時00分～22時00分 岡垣東中学校体育館

旭クラブ 大　人 毎週月・木曜日 20時00分～22時00分 岡垣中学校体育館

JET 大　人 毎週日曜日 19時00分～22時00分 岡垣中学校体育館

岡垣バスケットボールクラブ 大　人 毎週土曜日 20時00分～22時00分 岡垣東中学校体育館

毎週火曜日 20時00分～22時00分

毎週土曜日 18時00分～20時00分

毎週火曜日 18時00分～20時00分

毎週水曜日 17時00分～19時00分

毎週日曜日  9時00分～12時00分

毎週金曜日 17時00分～19時00分 海老津小学校体育館

ソフトバレー
ボール

バレーボール

大　人

子ども

子ども

大　人

戸切小学校体育館

バスケット
ボール

海老津小学校体育館

たんぽぽの会

岡垣東中学校体育館
岡垣バスケットボールクラブ

　　　　　　　ジュニア

子ども

岡垣ソフトバレー
　　　　ボール倶楽部

海老津ジュニア
　バレーボール
　　　スポーツ少年団

岡垣　RED　TURTLES



曜日 時間 場所
団体名

練習日程等
競技種目

３B体操 大　人 毎週水曜日 10時00分～12時00分 町民体育館A面

C・B・E 大　人 毎週火曜日 10時00分～11時00分 町民武道館剣道場

ハート・ビート 大　人 毎週木曜日 10時00分～11時00分 町民体育館A面

岡垣町婦人会サークル 大　人 毎週水曜日 13時00分～15時00分 町民武道館多目的室全面

ニコニコ　健康体操クラブ 大　人 毎月第1・3金曜日 10時00分～12時00分 町民武道館多目的室全面

吉木体操クラブ 子ども 毎週月・火・木・金曜日 17時00分～19時00分 吉木小学校体育館

毎週火曜日 10時00分～12時00分 町民武道館多目的室B面

毎週木曜日 10時00分～12時00分 町民武道館多目的室全面

運動クラブ　スバル 大　人 毎週木曜日 12時00分～14時00分 町民武道館多目的室B面

毎週火曜日 14時00分～16時00分 町民体育館A面

毎週木曜日 14時00分～16時00分 町民体育館B面

毎週火曜日 18時00分～20時00分

毎月第2・4・5月曜日 15時00分～17時00分

毎週金曜日 13時00分～15時00分 町民体育館B面

岡垣ウェーブ 大　人 毎週火・金曜日 10時00分～13時00分 町民体育館A面

インディアカ 岡垣インディアカ 大　人 毎週火・金曜日 19時30分～21時30分 岡垣中学校体育館

サンリーバドミントンクラブ 大　人 毎週水曜日 20時00分～22時00分 町民体育館全面

エビツ西部ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ 大　人 毎週土曜日 19時00分～22時00分 内浦小学校体育館

海老津ファミリークラブ 大　人 毎週水曜日 19時00分～21時00分 岡垣中学校体育館

毎週水曜日 17時00分～20時00分

毎週金曜日 17時00分～20時00分

毎週土曜日 15時00分～18時00分

毎週日曜日 16時00分～19時00分

毎週木曜日 19時00分～22時00分 岡垣東中体育館

毎月第2・4・5
             月曜日

18時00分～21時00分

毎週木曜日 17時00分～20時00分

毎週土曜日 13時00分～15時00分

毎週日曜日 13時00分～16時00分

毎週水曜日 19時00分～21時00分

子ども

大　人

町民体育館全面

岡垣町卓球同好会
町民体育館A面

岡垣ハイジュニア
バドミントンクラブ

岡垣ジュニア
バドミントンクラブ

海老津ジュニア

町民体育館全面

体操・
レクダンス等

卓球

子ども

バドミントン

いすず卓球クラブ 大　人

運動クラブ　ひまわり 大人



曜日 時間 場所
団体名

練習日程等
競技種目

毎週金曜日 19時00分～22時00分

毎週土・日曜日 10時00分～13時00分

毎週火・木曜日 19時00分～22時00分

毎週土・日曜日 13時00分～16時00分

毎週土曜日 18時00分～20時00分 町民体育館全面

子ども

子ども 海老津小学校体育館

海老津小学校体育館海老津ジュニア
バドミントン(中学生)

海老津ジュニア
バドミントン(小学生)


