
お知らせ 

会場により、開場時間・開始時間・試合間等が異なります。 

 お手数をおかけしますが、ご確認の程、宜しくお願いいたします。 

 

※各会場、駐車台数に限りがある為、極力乗り合わせにてお越し下さい。 

  

各会場 (住所・開場時間・開始時間・試合時間・試合間） 

 

津屋崎小学校（17 日男女パート会場）（18 日） 

〒811-3301 福岡県福津市在自 1605 ℡ 0940－52－0075 

（17 日）開場 8:30 開始時間 9:30 試合時間 （5－1－5－3－5－1－5） 試合間 7 分 

（18 日）開場 8:30 開始時間 9:00 試合時間 （5－1－5－3－5－1－5） 試合間 7 分 

                     最終順位決定戦のみ 1Q6 分（6－1－6－3－6－1－6） 

 

福間小学校（17 日・男子 S リーグ・女子パート会場） 

（18 日・男子 S リーグ・女子 S リーグ会場） 

〒811-3219 福岡県福津市西福間 2－4－1 ℡ 0940－42－0073 

（17 日）開場 8:30 開始時間 9:00 試合時間 （5－1－5－3－5－1－5） 試合間 7 分 

（18 日）開場 8:30 開始時間 9:00 試合時間 （5－1－5－3－5－1－5） 試合間 7 分 

 ※17･18 日各チーム車両３台まで学校敷地内駐車場へ駐車できます。 

  

神興東小学校（17 日・男子パート・女子 SS リーグ会場） 

〒811-3222 福岡県福津市津丸 950 ℡ 0940－43－0775 

（17 日）開場 8:30 開始時間 9:00 試合時間 （5－1－5－3－5－1－5） 試合間 7 分 

  ※17 日各チーム車両３台まで学校敷地内駐車場へ駐車できます。 

 台数を超える場合は、みずがめの郷（久末総合公園）へ駐車をお願いします。 

 （当日、スタッフより案内させていただきます） 

 

赤間小学校（17 日・女子 S リーグ・女子パート会場）（18 日） 

〒811-3205 福岡県宗像市赤間１丁目４－１ ℡ 0940－32－3029 

（17 日）開場 8:00 開始時間 9:00 試合時間 （5－1－5－3－5－1－5） 試合間 7 分 

（18 日）開場 8:00 開始時間 9:00 試合時間 （5－1－5－3－5－1－5） 試合間 7 分 

最終順位決定戦のみ 1Q6 分（6－1－6－3－6－1－6） 

 

 

 



 

グローバルアリーナ（17 日・男子 SS リーグ・男子パート会場） 

（18 日・男子 SS リーグ・女子 SS リーグ会場） 

〒811-4153 福岡県宗像市吉留 46‐1 ℡ 0940－33－8400 

（17 日）開場 8:00 開始時間 9:00 試合時間 （5－1－5－3－5－1－5） 試合間 7 分 

（18 日）開場 8:00 開始時間 9:00 試合時間 （5－1－5－3－5－1－5） 試合間 7 分 

                       

自由ヶ丘南小学校（17 日・男子 Aリーグ会場）（18 日） 

〒811-4161 福岡県宗像市朝町 1124－2 ℡ 0940－35－4020 

（17 日）開場 8:00 開始時間 9:00 試合時間 （5－1－5－3－5－1－5） 試合間 7 分 

※17 日駐車台数に限りがある為、極力乗り合わせにてお越し下さい。 

（18 日）開場 8:00 開始時間 9:00 試合時間 （5－1－5－3－5－1－5） 試合間 7 分 

最終順位決定戦のみ 1Q6 分（6－1－6－3－6－1－6） 

※18 日各チーム車両３台まで学校敷地内駐車場へ駐車できます。ご協力お願いします。 

 

吉武小学校（17 日・男女パート会場）（18 日） 

〒811-4152 福岡県宗像市武丸６４４ ℡ 0940－32－3073 

（17 日）開場 8:00 開始時間 9:00 試合時間 （5－1－5－3－5－1－5） 試合間 7 分 

（18 日）開場 8:00 開始時間 9:00 試合時間 （5－1－5－3－5－1－5） 試合間 7 分 

最終順位決定戦のみ 1Q6 分（6－1－6－3－6－1－6） 

 

赤間西小学校（17 日・男女パート会場）（18 日） 

〒811-3424 福岡県宗像市土穴 633-2 ℡ 0940－33－5111 

（17 日）開場 8:00 開始時間 9:00 試合時間 （5－1－5－3－5－1－5） 試合間 7 分 

（18 日）開場 8:00 開始時間 9:00 試合時間 （5－1－5－3－5－1－5） 試合間 7 分 

                     最終順位決定戦のみ 1Q6 分（6－1－6－3－6－1－6） 

※17･18 日各チーム車両４台まで学校敷地内駐車場へ駐車できます。 

 台数を超える場合、当日スタッフよりご案内をさせていただきます 

 

河東西小学校（18 日） 

〒811-3408 福岡県宗像市樟陽台 1-15-7 ℡ 0940－34－1233 

（18 日）開場 8:00 開始時間 9:00 試合時間 （5－1－5－3－5－1－5） 試合間 7 分 

                     最終順位決定戦のみ 1Q6 分（6－1－6－3－6－1－6） 

 

舞の里小学校（18 日）（予定） 

〒811-3114 福岡県古賀市舞の里 4－21－1 ℡ 092－942－0381 

（18 日）開場 8:00 開始時間 9:00 試合時間 （5－1－5－3－5－1－5） 試合間 7 分 

                     最終順位決定戦のみ 1Q6 分（6－1－6－3－6－1－6） 


