
令和３年８月　宇佐市総合運動場利用予定表 ※予定のため、変更になることがあります。最新の利用予定については、宇佐市総合運動場までお問い合わせください。（☎（0978）３７-３３３５）

令和３年７月２７日現在

床 畳 グラウンドA グラウンドB フィールド

予約済み（9:30～12:30）

予約済み（18:30～21:30） 予約済み（18:30～21:30）

予約済み（19:00～21:00） 予約済み（18:00～21:00） 予約済み（18:40～21:40） 予約済み（17:30～19:30）
予約済み（16:00～18:00）
               （19:30～21:30）

予約済み（18:30～21:30） 予約済み（18:30～21:00） 予約済み（18:30～21:30）

予約済み（18:30～21:30） 予約済み（17:30～19:30）

予約済み（18:30～21:30） 予約済み（18:00～21:00） 予約済み（18:40～21:40） 予約済み（17:00～18:00）
予約済み（16:00～18:00）
               （19:30～21:30）

予約済み（9:30～12:30） 予約済み（9:00～12:00）

予約済み（15:30～18:30） 予約済み（18:30～21:00） 予約済み（18:30～21:30） 予約済み（14:00～17:00）

予約済み（9:30～12:30）

予約済み（9:00～17:00） 予約済み（9:00～17:00）

予約済み（16:30～19:30） 予約済み（18:30～21:30）

予約済み（19:00～21:00） 予約済み（18:00～21:00） 予約済み（18:40～21:40） 予約済み（17:30～19:30） 予約済み（19:30～21:30）

予約済み（18:30～21:30） 予約済み（18:30～21:00）

予約済み（18:30～21:30） 予約済み（17:30～19:30）

予約済み（16:30～19:30） 予約済み（18:40～21:40）

予約済み（9:30～12:30） 予約済み（9:00～17:00）

予約済み（15:30～18:30） 予約済み（18:30～21:00）

予約済み（9:30～12:30）

予約済み（19:00～21:00） 予約済み（18:00～21:00） 予約済み（18:40～21:40） 予約済み（17:30～19:30）
予約済み（16:00～18:00）
               （19:30～21:30）

予約済み（18:30～21:30） 予約済み（18:30～21:00） 予約済み（18:30～21:30）

予約済み（18:30～21:30） 予約済み（18:30～21:30） 予約済み（17:30～19:30）

予約済み（18:30～21:30） 予約済み（18:00～21:00） 予約済み（18:40～21:40） 予約済み（17:00～18:00）
予約済み（16:00～18:00）
               （19:30～21:30）

予約済み（9:30～12:30）

予約済み（15:30～18:30） 予約済み（18:30～21:00） 予約済み（18:30～21:30）

予約済み（9:30～12:30）

予約済み（18:30～21:30） 予約済み（18:30～21:30）

予約済み（19:00～21:00） 予約済み（18:00～20:00） 予約済み（18:00～21:00） 予約済み（18:40～21:40） 予約済み（17:00～18:00）
予約済み（16:00～18:00）
               （19:30～21:30）

予約済み（15:30～18:30） 予約済み（18:30～21:00） 予約済み（18:30～21:30）

予約済み（18:30～21:30） 予約済み（18:30～21:30） 予約済み（17:00～18:00）

予約済み（18:30～21:30） 予約済み（18:00～21:00） 予約済み（18:40～21:40） 予約済み（17:00～18:00）
予約済み（16:00～18:00）
               （19:30～21:30）

予約済み（9:30～12:30） 予約済み（9:00～12:00）

予約済み（15:30～18:30） 予約済み（18:30～21:00） 予約済み（18:30～21:30）

予約済み（9:30～12:30）

予約済み（18:30～21:30） 予約済み（18:30～21:30）

予約済み（19:00～21:00） 予約済み（18:00～21:00） 予約済み（18:40～21:40） 予約済み（17:00～18:00）
予約済み（16:00～18:00）
               （19:30～21:30）

23日

木

27日 金

予約済み（13:00～15:00）

予約済み（19:00～21:00）

予約済み（13:00～15:00）

休　　　館　　　日

10日 火

16日 月

日

17日

18日

24日

13日 金

14日

15日

22日 日

日

月

29日

30日

火

金

6日 金

12日 木

7日 土

8日 日

9日 月

11日 水

土

水

アーチェリー場
陸　上　競　技　場

1日

2日

3日

武道場
相撲場 弓道場

日

月

火

予約済み（9:30～10:30） 予約済み（9:00～18:00）

4日 水

5日 木

予約済み（13:00～19:00）

20日

土

31日 火

木26日

予約済み（17:00～21:00）

火

25日

28日

水

土21日

月

19日

予約済み（18:30～21:30）

予約済み（9:00～17:00）

予約済み（18:30～21:30）

予約済み（9:00～13:00）

予約済み（18:30～21:30）

予約済み（9:00～17:00）

予約済み（9:00～18:00）

予約済み（18:30～21:30）

予約済み（9:00～17:00）



令和３年９月　宇佐市総合運動場利用予定表 ※予定のため、変更になることがあります。最新の利用予定については、宇佐市総合運動場までお問い合わせください。（☎（0978）３７-３３３５）

令和３年７月２７日現在

床 畳 グラウンドA グラウンドB フィールド

予約済み（18:30～21:30） 予約済み（18:30～21:00） 予約済み（18:30～21:30）

予約済み（18:30～21:30）

予約済み（18:00～21:00） 予約済み（18:40～21:40） 予約済み（19:30～21:30）

予約済み（9:30～12:30） 予約済み（9:00～12:00）

予約済み（9:30～12:30） 予約済み（9:00～17:00） 予約済み（9:00～13:00）

予約済み（18:30～21:30） 予約済み（18:30～21:30）

予約済み（19:00～21:00） 予約済み（18:00～21:00） 予約済み（18:40～21:40）

予約済み（18:30～21:30） 予約済み（18:30～21:00） 予約済み（18:30～21:30）

予約済み（18:30～21:30） 予約済み（18:30～21:30）

予約済み（18:30～21:30） 予約済み（18:40～21:40）

予約済み（9:00～17:00）

予約済み（15:30～18:30） 予約済み（18:30～21:00） 予約済み（18:30～21:30）

予約済み（9:00～17:00）

予約済み（18:30～21:30） 予約済み（18:30～21:30）

予約済み（19:00～21:00）

予約済み（18:30～21:30） 予約済み（18:30～21:00） 予約済み（18:30～21:30）

予約済み（18:30～21:30） 予約済み（18:30～21:30）

予約済み（18:30～21:30）

予約済み（15:30～18:30） 予約済み（18:30～21:00） 予約済み（18:30～21:30）

予約済み（8:30～15:00）

予約済み（9:00～17:00）

予約済み（16:30～19:30） 予約済み（18:30～21:30）

予約済み（18:30～21:30） 予約済み（18:30～21:00） 予約済み（18:30～21:30）

予約済み（16:30～19:30） 予約済み（18:30～21:30）

予約済み（18:30～21:30）

予約済み（9:00～12:00）

予約済み（15:30～18:30） 予約済み（18:30～21:00） 予約済み（18:30～21:30）

予約済み（18:30～21:30） 予約済み（18:30～21:30）

予約済み（19:00～21:00）

予約済み（18:30～21:30） 予約済み（18:30～21:00） 予約済み（18:30～21:30）

予約済み（18:30～21:30） 予約済み（18:30～21:30）

28日

水

25日

金

木

水

火

火

18日

30日

日

27日 月

22日

弓道場 アーチェリー場

29日

13日 月

14日 火

15日

7日 火

土

木

土

木

日

9日

金

木

10日

日

20日

26日

23日

24日 金

月

21日

陸　上　競　技　場武道場
相撲場

6日 月

金

1日 水

水

予約済み（13:00～15:00）

予約済み（9:00～22:00）2日 木

11日 土

12日

19日

16日

17日

8日 水

4日 土

5日 日

3日

予約済み（16:30～18:30）

予約済み（7:30～15:00）

予約済み（17:30～18:30）

予約済み(17:30～18:30)（19:00～21:00）

予約済み（9:00～17:00）

予約済み(17:30～18:30)（19:00～21:00）

予約済み（19:00～21:00）

予約済み（18:30～21:30）

予約済み（18:30～21:30）

予約済み(17:30～18:30)（18:30～21:30）

予約済み（18:30～21:30）

予約済み（9:00～16:30）

予約済み（16:30～18:30）

予約済み（7:30～15:00）

予約済み(17:30～18:30)（18:30～21:30）

予約済み（18:30～21:30）

休　　　館　　　日

予約済み（9:00～22:00）

予約済み（9:00～22:00）

予約済み（9:00～22:00）

予約済み（13:00～15:00）

予約済み（9:00～17:00）


