
団体利用 1/3 団体利用 全面
10:00～12:00 ～19:00

団体利用 2/3 団体利用 1/3
20:00～ 10:00～11:00

団体利用 全面
～19:00

団体利用 1/3 団体利用 全面
団体利用 1/2 19:00～ 19:00～
15:00～

団体利用 1/3
10:00～11:00

団体利用 全面 団体利用 1/2 団体利用 1/2
～16:00 団体利用 全面 16:00～ ～18:00

19:00～

団体利用 1/3
19:30～21:30

団体利用 1/3 団体利用 全面
10:00～12:00 ～19:00

団体利用 2/3
20:00～

団体利用 1/2 団体利用 1/3
～19:00 18:00～

団体利用 1/2 団体利用 全面
14:30～16:30 19:00～

団体利用 1/3 団体利用 全面
10:00～12:00 ～19:00

団体利用 2/3
20:00～

団体利用 1/3
18:00～ 団体利用 全面

19:00～

団体利用 1/2
～14:30

団体利用 1/2
12:30～

団体利用 全面
19:00～

団体利用 1/2
～19:00

団体利用 1/2 団体利用 全面
14:30～16:30 19:00～

団体利用 1/3 団体利用 全面
団体利用 1/2 団体利用 1/2 10:00～12:00 ～19:00
16:00～ ～18:00 団体利用 2/3

20:00～

団体利用 全面
～19:00

団体利用 1/3
団体利用 1/2 団体利用 全面 団体利用 1/2 19:00～

14:30～16:30 19:00～ 15:00～
団体利用 1/3 団体利用 全面

10:00～12:00 ～19:00
団体利用 2/3
20:00～

団体利用 全面
～19:00

団体利用 1/3
団体利用 1/2 19:00～
15:00～

スポンジテニスﾊﾞｽｹ(中学生以上)(1/2)～12:00

スポンジテニス（全面）
12:00～ 一般開放(1/3)19:00～

・バスケ（中学生以上）
（1/2）

・卓球(1/2)

卓球（1/2）

バスケ(中学生以上)～15:00

ソフトバレー(2/3)19:00～

ソフトバレー(2/3)19:00～

卓球（1/2）～19:00

スポンジテニス
バドミントン

or
ミニバレー

・ミニバス（1/2）
・卓球(1/2)

バスケット（中学生以上）

バスケット（中学生以上）
（全面）～19:00

・バスケ（中学生以上）
（1/2）

・卓球(1/2)

バスケ(中学生以上)
(1/2)～18:00 ソフトバレー(2/3)19:00～

スポンジテニス
バドミントン

or
ミニバレー

ﾊﾞｽｹ(中学生以上)(1/2)11:00～

バスケット（中学生以上）
（全面）～19:00・ミニバス（1/2）

・卓球(1/2)

スポンジテニスﾊﾞｽｹ(中学生以上)(1/2)～12:00

一般開放(1/3)19:00～

ﾊﾞｽｹ(中学生以上)(全面)～19:00

スポンジテニス（全面）
12:00～

卓球(1/2)

・ミニバス（1/2）
・卓球(1/2)

バスケット（中学生以上）

ﾊﾞｽｹｯﾄ(中学生以上)(1/2)

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ(中学生以上)
（1/2）18:00～

・ミニバス（1/2）
・卓球(1/2)

バスケット（中学生以上）
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ(中学生以上)

（1/2）19:00～

・卓球(1/2)～19:00
・バスケット（中学生以上）

(1/2)～19:00

・ミニバス（1/2）
・卓球(1/2)

・ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ(小学生)
(全面)～18:00

・ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ(中学生以上)
(全面)18:00～

・バスケ（中学生以上）
（1/2）

・卓球(1/2)

卓球（1/2）～19:00

バスケット（中学生以上）

・ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ(小学生)
(全面)～18:00

・ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ(中学生以上)
(全面)18:00～

スポンジテニス

スポンジテニス（全面）～16:00

バスケット（中学生以上）
（1/2）16:00～

・バスケ（中学生以上）
（1/2）

・卓球(1/2)

卓球（1/2） 卓球(1/2)～19:00
バスケ(中学生以上)

(1/2)～14:30

バスケット（中学生以上）

・ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ(小学生)
(全面)～18:00

・ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ(中学生以上)
(全面)18:00～

スポンジテニス

・スポンジテニス（全面）
～16:00

・バスケット（中学生以
上）（全面）16:00～

・ﾊﾞｽｹｯﾄ(中学生以上)
（全面）～19:00

・ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ(中学生以上)
(全面)19:00～

・ミニバス（1/2）
・卓球(1/2)

・バスケ（中学生以上）
（1/2）

・卓球(1/2)

水ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ(中学生以上)
（全面）19:00～

バスケット（中学生以上）
（全面）～19:00

バスケット（中学生以上）

卓球（1/2）

バスケット（中学生以上）
(1/2)14:30～

バスケット（中学生以上）

スポンジテニス（全面） ～16:00

バスケット（中学生以上）
（1/2）16:00～

ﾊﾞｽｹｯﾄ(中学生以上)(1/2)

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ(中学生以上)
（1/2）18:00～

13 月

12 日

16 木

14 火

15 水

金

9

24

7 火

水

木

8 スポンジテニスﾊﾞｽｹ(中学生以上)(1/2)～12:00

スポンジテニス（全面）
12:00～ 一般開放(1/3)19:00～

バドミントン
or

ミニバレー

・バスケ（中学生以上）
（1/2）

・卓球(1/2)

卓球（1/2）
バスケット(中学生以上)

(1/2)～14:30

卓球(1/2)～19:00

卓球（1/2）
バスケ（中学生以上)

(1/2)～12:30

バスケ(中学生以上)
(1/2)～18:00

土11

30

（17:00～22:00）

土

金

22

火

18

月20

19

17

日

土

10

月

日26

27

23 木

25

金

【駒場体育館】　駒場町３丁目３－１５　TEL：３３－０３４２

金

水

木

火28

31

29スポンジテニス

・バスケ（中学生以上）
（1/2）

・卓球(1/2)

・バスケ（中学生以上）
（1/2）

・卓球(1/2)

卓球（1/2）

バスケ(中学生以上)～15:00

ソフトバレー(2/3)19:00～

ﾊﾞｽｹ(中学生以上)(1/2)～12:00

スポンジテニス（全面）
12:00～

・ミニバス（1/2）
・卓球(1/2)

スポンジテニス
バドミントン

or
ミニバレー

・バスケ（中学生以上）
（1/2）

・卓球(1/2)

卓球（1/2）
バスケ（中学生以上)(1/2）

～14:30

スポンジテニス

一般開放(1/3)19:00～

　　令和5年3月　駒場体育館　団体・一般開放　利用予定表（アリーナ）　　　　　　　　1/30　現在

日 曜
午        前 午        後 夜       間

日 曜
午        前 午        後 夜       間

（09:00～13:00） （13:00～17:00）（13:00～17:00） （17:00～22:00） （09:00～13:00）

4

金 日

21

1 水
スポンジテニス（全面）

12:00～

ﾊﾞｽｹ(中学生以上)(1/2)～12:00 スポンジテニス

一般開放(1/3)19:00～

2

6

木 土
・バスケ（中学生以上）

（1/2）
・卓球(1/2)

卓球（1/2）

バスケ(中学生以上)(1/2)～15:00

ソフトバレー(2/3)19:00～

卓球(1/2)

ﾊﾞｽｹ(中学生以上)(1/2)11:00～

スポンジテニス
バドミントン

or
ミニバレー

バスケット（中学生以上）
（全面）16:00～

バスケット（中学生以上）
（全面）～19:00

月

5

3

・ミニバス（1/2）
・卓球(1/2)

バスケット（中学生以上）

・ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ(小学生)
(全面)～18:00

・ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ(中学生以上)
(全面)18:00～

スポンジテニス
バスケット（中学生以上）

（全面）16:00～

バスケット（中学生以上）
（全面）～19:00

・ミニバス（1/2）
・卓球(1/2)

スポンジテニス（全面）～16:00

※団体利用申し込みや大会等によって変更する場合があります。ご来館にあたっては、もう１度電話等でご確認ください。

※面数に制限はありますが、時間帯によっては利用できる場合もありますので、施設へお問い合わせください。


