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工事 9-21　調光設備等点検バレーボールVプレミアリーグ男子奈良大会 橿原体操教室(1/2） 中学校遠的強化練習会　9-17
県中学新人大会（遠的） 9-17

全国・近畿選抜県2次予選

中学新人卓球大会（個人）病院協会 看護専門学校　学校祭整備

弓 道 場弓 道 場弓 道 場弓 道 場

橿原体操教室(1/2）

中学校遠的強化練習会

大阪教育大学　弓道部

県近的選手権大会

平成29年度県中学校体操競技・新体操新人大会

バレーボールVプレミアリーグ男子奈良大会

奈良まほろば市(つなぐ木工展-家具・小物-）準備

ママさんバレーボール秋季大会

橿原体操教室(1/2）
第 31回奈良県ジュニア体操競技 初級者大会平成29年度県中学校体操競技・新体操新人大会 県大学選手権大会少年少女野球教室（雨天時）

中学新人卓球大会（個人）

奈良まほろば市(つなぐ木工展-家具・小物-）橿原体操教室(1/2） 県中学新人大会　　　　　［予備日］
第2回中堅層特別講習会
赤松弓道

                   9-17 ［予備］

相撲場：


