
仙台市若林体育館　 年 12 月 行事予定表 11　月　8 日 現在

午　　前
（9:00～12:00）

午　　後
（13:00～17:00）

夜　　間
（18:00～21:00）

　●「（公）種目」が記載されている所は、記載の会場・時間・種目のみご利用ができます。 　●トレーニング室を利用するには講習会を

　　 ただし、予約制ではありませんので、来た方皆さんで譲り合いながらご利用願います。 　　 受講していただき、発行された「利用者証」

　●空欄部分については、一週間前までに専用使用申込みが無ければ、一般公開を設定します。 　　 が、必要となります。

　　 種目につきましては、施設へお問合せください。 　　 講習会は「予約制」となりますので

　●「（公）卓球」は硬式ボール・ラージボール、「（公）テニス」は硬式・ソフト、どちらもご利用ができます。 　　 電話・窓口にてお申込みください。

11月8日現在の予約状況にて作成しておりますので、予定が変更になる場合がございます。電話・窓口にてご確認の上、ご利用ください。

保 守 点 検 日　（※施設の利用はできません。窓口受付のみ17:00まで行っております。）

28

けやきクラブ

燦友卓球クラブ

第26回仙台市スポーツ少年団泉区冬季交流バレーボール大会

10:00～

宮城県高等学校新人大会仙塩地区大会（バレーボール）

05WTT同好会 SINIA・TT

シラハ

日

スカーラクラブ
ＨＡＲＴ(1/2面）

シニア健康エクササイズ
ミニテニス道場

仙台MSTクラブ

仙台市秋季卓球リーグ戦（女子の部）

仙台市秋季卓球リーグ戦（男子の部）

仙台スーパーシニア卓球大会

東北高校
男子ソフトテニス部29年Ⅱ

SINIA・TT

さくら卓球クラブ 燦友卓球クラブ

ストレート(1/2面）

水

仙台球友クラブ

仙台MSTクラブ
シニア健康エクササイズ

ミニテニス道場

13:30～

27 金
長命ヶ丘

ジュニアソフトテニスクラブ
（公）バドミントン　2面

（公）卓球　８台　

けやき卓球クラブ 悠友卓球クラブ

東北工業大学OBクラブ さくら卓球クラブ 燦友卓球クラブ

太白ＪＳＴ

金

23 月 （公）卓球　８台　

仙台悠遊ソフトテニスクラブ(1/3面）

21 土

18

22 日

如月卓球クラブ ジャンプ体操クラブ （公）卓球　８台　20

19 木
東北高校

男子ソフトテニス部29年Ⅱ
けやき卓球クラブ 悠友卓球クラブ （公）バドミントン　2面

水 太白ＪＳＴ 05WTT同好会 仙台SUNクラブ （公）卓球　８台　

17 火
東北高校

男子ソフトテニス部29年Ⅱ
さくら卓球クラブ スポーツスクールけやきクラブ

シニア健康エクササイズ
ミニテニス道場

14 土 18：30～

13

16 月

15 日

金 （公）卓球　８台　仙台市立大和小学校 仙台東ソフトテニスクラブ

フットサルスクール　③

おやこすぽーつ

（公）バドミントン　2面

ジャンプ体操クラブ

12 木 悠友卓球クラブ シラハけやき卓球クラブ仙台市立大和小学校 仙台市教育委員会夜の部

11 水 太白ＪＳＴ 05WTT同好会 仙台SUNクラブバドミントン教室　④

10 火 仙台東ソフトテニスクラブ

9 月

スポーツスクール

仙台東ソフトテニスクラブ （公）卓球　８台　如月卓球クラブ

仙台羽遊会ジャンプ体操クラブ

8 日 全東北自衛隊バドミントン選手権大会 第3回宮城県社会人
ハンドボールリーグ

泉卓球クラブ

6 金
TDソフトテニスOB会（1/3面）

仙台市教育委員会夜の部

仙台萩クラブ全東北自衛隊バドミントン選手権大会7 土 泉卓友会

4 水 板橋様

5 木 仙台MSTクラブ 仙台東ソフトテニスクラブ けやき卓球クラブ 悠友卓球クラブ

3 火
宮城県レディーズ家庭バレーボール連盟

東ブロック後期大会
仙台東ソフトテニスクラブ さくら卓球クラブ 燦友卓球クラブ スポーツスクール

若林区スポ・レク・フェスタ２０１９
クラブ対抗バレーボール大会

Team　ZAWA 

2 月 如月卓球クラブ SINIA・TT （公）卓球　8台スカーラクラブ

1 泉卓球クラブ
荒浜

ビッグウェーブキッズ

日・曜

競　　技　　場 小　体　育　室

日

午　　前
（9:00～12:00）

フットサルスクール　③

ペパーミント

（公）バドミントン　８面

午　　後
（13:00～17:00）

夜　　間
（18:00～21:00）

ＨＡＲＴ(1/2面）

ＪＳＴ仙台
TDソフトテニスOB会（1/3面）

宮城広瀬高等学校
ハンドボール部

けやきクラブ

フットサルスクール　③バドミントン教室　④

バドミントン教室　④

卸町ソフトテニスクラブ

ペパーミント

（公）バドミントン　2面 13:30～

松野様（1/3面）
けやきクラブ

仙台ホデナズＢⅭ

バドミントン教室　④ フットサルスクール　③

株式会社ビー・プロ

年末・年始休館（令和元年１２/２８～令和２年１/４迄）
＊２８日・４日は窓口のみ１７：００迄受付を行っております。

25

令和 元

仙台市立郡山中学校
女子ソフトテニス部保護者会

ストレート(1/2面）

トレーニング

講習

仙台SUNクラブ

（公）卓球　８台　

（公）バドミントン　2面

05WTT同好会

24 火

30 月

火31

26 木

土

29



月 日 日 日 月 日 日 日

月 日

【仙台市若林体育館】 指定管理者：(公財）仙台市スポーツ振興事業団 ※2023.3.31迄

　住所）〒984-0002 仙台市若林区卸町東2丁目8番10号

　TEL ）022-236-0011　　FAX）022-236-0012

　HP  ）http://www.spf-sendai.jp/wakabayashi/

時間: 9:30～11:45 ※入退場自由

料金: 保護者  400円  未就学児 無料♪

持ち物: 室内用運動シューズ、タオル、飲み物等

 を購入し、競技場の南側入り口へお越しください！   を購入し、事務室窓口へお越しください！

日程: 12 13 (金)

持ち物: 室内用運動シューズ、タオル、飲み物等 持ち物: 室内用運動シューズ、タオル、飲み物等

 券売機にて「シニア健康エクササイズ」のチケット   券売機にて「ミニテニス道場」のチケット

時間: 13:15～14:30 ※13時より受付開始 時間: 13:30～16:30

料金: 1回  400円  事前申込不要！！ 料金: 1回  400円  事前申込不要！！

日程: 12 10 17 24 日程: 12 10 17 24

 イスに座って行う、ストレッチ運動やリズム体操      講師は仙台市ミニテニス協会より派遣！

 を中心に気持ち良く体を動かしましょう♪      初心者の方も大歓迎です♪※ラケットレンタル有

体育館で

ダンスや体操で一緒に

体を動かそう♪


