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第28回ｽﾎﾟﾚｸ祭「ｽﾎﾟｰﾂ吹矢」（準備）第28回ｽﾎﾟﾚｸ祭「ｽﾎﾟｰﾂ吹矢」奈良県ｼﾞｭﾆｱ体操競技初級者大会全日本高等学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会予選
奈良県中学校・高等学校新人大会（体操競技）高校新人卓球大会　団体の部
奈良県ミニバスケットボールＵ１０大会（秋季）

第３回　３×３奈良県選手権大会

全国・近畿選抜県1次予選予備日 9-17

高校新人卓球大会　団体の部

全国・近畿選抜県1次予選（予備日）県近的選手権大会全国・近畿選抜県2次予選
中学校秋期強化練習会第２回中堅層特別講習会

大阪教育大学

整　　　　備奈良県中学校卓球新人大会　（シングルス） 中学校秋期強化練習会県中学校新人大会
県大学選手権大会

第41回橿原神宮奉納演武大会
整備整備工事　　(11/11～1/23)

奈良技能フェスティバル（ふれあいものづくりコーナー）　　　　　　　　　　　　　　　　　　準　　　　備


