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札幌市星置スケート場<令和3年9月予定表>
tel   ６８１－８８７７

8:15 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 21:00 22:00 22:45

日 曜 日

15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

1 水

整備

第3期女性フィギュア
スケート教室3/7 換気

2 木

3 金 換気

換気 北海学園大学

札幌フェニックスｊｒ 北海道大学

札幌スケート連盟 星置ケッターズ 真駒内レディース 北海学園大学

3DO!スポ
ＫＩＤＳ

星置ケッターズ

1

2

換気

札幌スケート連盟 札幌イーグルス ボルテックス札幌

4 土 北海道
バーバリアンズｊｒ 札幌スケート連盟

第2期小学生・キッズフィ
ギュアスケート教室3/10 換気 一　般　開　放 4換気 キングスターズ スパルタクス 王子江別

5 日 札幌フェニックスｊｒ 星置ケッターズ 札幌イーグルス 換気 一　般　開　放 換気 ドルピーズ アフロプレイ 整備 5

6 月

整備

6

7 火 換気 札幌スケート連盟 札幌ベルーガ 北海学園大学

換気 札幌スケート連盟 札幌イーグルス 真駒内レディース BLOOM

北海道大学 7

8 水 第3期女性フィギュア
スケート教室4/7 換気 札幌スケート連盟 星置ケッターズ 北海道

バーバリアンズＩＨＣ 北海学園大学 8

9 木 換気 札幌スケート連盟 月寒ストロンガー 真駒内レディース

10 金 換気 札幌スケート連盟 星置ケッターズ 楡氷クラブ

一　般　開　放 換気 札幌フェニックスｊｒ BLAZERS

12換気 キングスターズ

北大医学部
アイスホッケー部 9

北海道大学 10

札幌ドリームズ 整備

木 札幌スケート連盟 札幌ベルーガ 札幌スターズｊｒ
北大医学部

アイスホッケー部 16

17 金

11 土 北海道
バーバリアンズｊｒ

月寒ストロンガー
第2期小学生・キッズフィ
ギュアスケート教室4/10 札幌メディックス 11

12 日 バッジテスト バッジテスト 星置ケッターズ 換気 一　般　開　放

換気

14

15 水 第3期女性フィギュア
スケート教室

星置ケッターズ 札幌インフィニティー
ズ

札幌スケート連盟 札幌ベルーガ ボルテックス札幌 北海道大学

酪農学園大学 15

ROYCE' FSC

13 月 施　設　整　備　日 13

14 火

整備
16

酪農学園大学 酪農学園大学 北海学園大学 17

換気

換気 ROYCE' FSC 札幌クリスタルFSC

換気

スラップショット 18

キングスターズ 真駒内アリーナ 札医大グレーツ 2020 月 札幌スケート連盟 札幌スターズｊｒ 札幌スケート連盟 換気 一　般　開　放 換気

19 日 北海道
バーバリアンズｊｒ 札幌スケート連盟 札幌イーグルス 換気 一　般　開　放

一　般　開　放 換気 酪農学園大学 酪農学園大学

19換気 キングスターズ
Ｚ’ｓ

フライヤーズ 整備

18 土 星置ケッターズ

21 火

整備
21

22 水 第3期女性フィギュア
スケート教室

札幌イーグルス ボルテックス札幌

札幌スケート連盟 札幌ベルーガ 北大医学部
アイスホッケー部

北海道
バーバリアンズＩＨＣ

札幌ベルーガ
ビーブラウン
ライトニング

酪農学園大学 23

北海学園大学 22

23 木 札幌COOLS 札幌スターズｊｒ ドルピーズ 換気 一　般　開　放 換気

26換気

北海道
バーバリアンズｊｒ

ゴールデン
フォックス

札幌インフィニティー
ズ 2424 金 整備 換気 札幌アースFCROYCE' FSC

29 水 第3期女性フィギュア
スケート教室

NTT札幌 25

26 日 ゴジラーズ札幌 身障者福祉協会 札幌フェニックスｊｒ 換気 一　般　開　放

一　般　開　放 換気 月寒ストロンガー
SAPPORO

DESPERADO25 土 ＢｒｅａｋｅｒＳ 札幌イーグルス 第2期小学生・キッズ
フィギュアスケート教室

11:00 12:00 13:00 14:00

日 曜 日

キングスターズ 教職員smilers 整備

ボルテックス札幌 北海道大学 27

28 火 札幌スケート連盟 札幌ベルーガ 札幌スターズｊｒ

27 月

30 木 ボルテックス札幌
酪農学園大学
アイスバーグ

30

星置ケッターズ 札幌インフィニティー
ズ 北海学園大学 29

整備

札幌スケート連盟 札幌イーグルス

札幌スケート連盟 北海高校

酪農学園大学 28

マツムラ様 ROYCE' FSC 換気

換気

換気 ROYCE' FSC 美香保ＦＳＣ

※3 空欄の時間でもリンクコンディションや整備状況等により、申込受付ができないこともありますのでご了承くださいますようお願い致します。

※4 平日は専用利用のお申し込み状況に応じて館内換気を行なっております。

21:00 22:00 22:45

※１ 専用予定表はＨＰで確認することができます。http://www.sapporo-sport.jpへアクセスまたは右のＱＲコードを読み取りご確認ください。

※２ 専用利用をご希望の方は、専用予定表の空欄時間をご確認の上、お電話等でお申込ください。

15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:008:15 9:00 10:00

札幌アイスダンス
クラブ 換気

換気 月寒ＦＳＣ

月寒ＦＳＣ 換気

換気 ROYCE' FSC 札幌オーロラＦＳＣ

換気

酪農学園大学 第2期小学生・キッズ
フィギュアスケート教室 換気

ROYCE' FSC

ROYCE' FSC

8月28日（土）～9月12日（日）終日

緊急事態宣言に伴う臨時休館

9月13日（月）～9月30日（木）終日

緊急事態宣言延長に伴う臨時休館


