
令和  元 年令和  元 年令和  元 年令和  元 年　７　７　７　７月分月分月分月分　　　　　　　　橿 原 公 苑  施 設 使 用 予 定 表橿 原 公 苑  施 設 使 用 予 定 表橿 原 公 苑  施 設 使 用 予 定 表橿 原 公 苑  施 設 使 用 予 定 表トレーニング室トレーニング室トレーニング室トレーニング室 陸上競技場陸上競技場陸上競技場陸上競技場 野 球 場野 球 場野 球 場野 球 場日日日日 曜曜曜曜 午前使用 午後使用 夜間使用 行事名 午前使用 午後使用 夜間使用 午前使用 午後使用 夜間使用 行事名 行事名 テニス フットサル 遠的 会議室Ａ・Ｂ会議室Ｃ・Ｄ １Ｆ会議室 宿泊室1111 月月月月 美容      9-17健トレC  18-21 健トレＡ K・K・S・C（小学生） 健トレC 整備　　　　    9-21 １面9ｰ12 Ａ9-17 28名2222 火火火火 さわやか K・K・S・C（太極拳）9ｰ12 さわやか 橿原武術太極拳（1/2） 錬弓会 整備　9ｰ17 医大野球部　18ｰ21 28名3333 水水水水 橿原公苑クラブ（1/2） ジャザサイズ  9-12 親子体操 橿原体操教室(1/2） 弓道平日研修会 整備      9-12.18-21御所実業高校     13-17 AB9-17 28名4444 木木木木 　　　　　　　　  9-12 K・K・S・C（健トレ） ピンポンクラブ（1/2） ポルベニル（1/2） 高田高校            13ｰ17整備                  18ｰ21 Ａ 9-17 C 9-17D 9-175555 金金金金 健トレB 錬弓会 近畿地区高専弓道大会　準備 弓道体配研修会 夏季整備           9ｰ21 9-12 Ａ 9-176666 土土土土 弓道ｽｸｰﾙ 第35回全国小学生交流大会県予選会　　　　　　　　　　　9ｰ17 第13回近畿ｸﾗﾌﾞ野球交流大会 9-17                          整備      18ｰ21 ２面9ｰ177777 日日日日 ならスポーツフェスティバル総合開会式 開会式 9-12県民WL 13-17 ならスポーツフェスティバル総合開会式 第70回奈良県民体育大会「陸上競技」　　　　　　　　　　　9ｰ17 第５回近畿ｸﾗﾌﾞ野球交流大会 9-17                              　　　　 18ｰ21 9-21 C 9-12 9-178888 月月月月 巽ﾁｰﾑ（1/2） K・K・S・C（1/2）（卓球） ジャザサイズ  9-12健トレ 18-21 健トレＡ K・K・S・C（小学生） 健トレC 夏季整備           9ｰ21 Ａ 9-12 D 13-219999 火火火火 さわやか(予備日） ﾊﾞﾝﾋﾞｼｬｽ奈良ｽｸｰﾙ(1/2） K・K・S・C（太極拳）9ｰ12 さわやか（予備日） 橿原武術太極拳（1/2） 錬弓会 整備　　9-17                          9-21 13-1710101010 水水水水 橿原公苑クラブ（1/2） ジャザサイズ  9-12 親子体操（予備日） 橿原体操教室(1/2） 弓道平日研修会                          9-21 AB9-1211111111 木木木木                      9-12整備　18-21 K・K・S・C（健トレ） 整備 整備 整備      9-21                          9-21 C・D9-1２C 18-2112121212 金金金金 健トレB（予備日） 弓道教室 錬弓会 弓道体配研修会 第101回全国高等学校野球大会奈良大会       （準備 ）        9ｰ21 Ａ 13-17 15名13131313 土土土土 弓道ｽｸｰﾙ 第65回全国中学校通信陸上奈良大会　　　　　　　　　　　　9-21                     　 (試合）　　　9-21 ２面9ｰ21 CD9-21 15名14141414 日日日日 太極拳畝傍 9－12 　　　　　　　　　　　　9-17                                       9-21 ４面13ｰ17 9-12 A・B13-17 CD9-21 9-17 15名15151515 月月月月 ジャザサイズ  9-12 大阪教育大学 第70回県民体育大会「ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ」                             9ｰ17                                        9-21 ４面9-122面13ｰ17 B 13-17 CD9-2116161616 火火火火 ﾊﾞﾝﾋﾞｼｬｽ奈良ｽｸｰﾙ(1/2） K・K・S・C（太極拳） 9ｰ12奈良県高等学校等保健会13-17 錬弓会                              9-17                                        9-21 CD9-21 9-1717171717 水水水水 橿原公苑クラブ（1/2）天理南中学校 ﾀﾂﾐｸﾗﾌﾞ（1/2） ジャザサイズ  9-12 橿原体操教室(1/2） 弓道平日研修会 天理南中学校 整備     9-17                                        9-21 A 18-21B 13-17 CD9-21 9-1218181818 木木木木 医大ハンドボール                  　   9-12 K・K・S・C（健トレ） ピンポンクラブ（1/2） ポルベニル（1/2） からくさ会                                        9-21 Ａ 9-17B 9-12 CD9-2119191919 金金金金 弓道教室 錬弓会 弓道体配研修会 榛原中学校    13-17 　　　　　　　　　　（予備日）   9-21 ２面13ｰ17 CD9-21 13-1720202020 土土土土 ＷＬ強化合宿 9-21 弓道ｽｸｰﾙ 2019ｰ2奈良県高校記録会第１日目                   9ｰ21                                          9-21 ２面9-17 CD9-21 ７名21212121 日日日日 　　　　　　　　　9-17太極拳畝傍 9－12                                　 第２日目　　　　　　　　　　9ｰ17                                          9-21 ４面13-17 ２面9-12 B 13-17 CD9-21 9-17 ７名22222222 月月月月 ジャザサイズ  9-12健トレ 18-21 健トレＡ（予備日） K・K・S・C（卓球） 健トレC（予備日） 整備9ｰ17                                          9-21 ２面9-17 CD9-21 9-17 ７名23232323 火火火火 K・K・S・C（太極拳）9ｰ12 橿原武術太極拳（1/2） 錬弓会 平城高校 第68回奈良県中学校総合体育大会「ｻｯｶｰ競技」                    9ｰ21                                          9-21 ２面9-17 AB9-17 CD9-21 ７名24242424 水水水水 ジャザサイズ  9-12 弓道平日研修会                                9ｰ21                                          9-21 ２面9-17 AB9-12 CD9-21 18-21 12名25252525 木木木木                      9-12 K・K・S・C（健トレ） ピンポンクラブ（1/2） ポルベニル（1/2） 整備      9ｰ21                                          9-21 ２面9-17 A 9-12 CD9-21 12名26262626 金金金金 弓道教室 錬弓会 弓道体配研修会 奈良県中学校総合体育大会「ｻｯｶｰ競技」9ｰ17ＪＣｶｯﾌﾟＵｰ11少年少女ｻｯｶｰ大会(準備）18ｰ21 　　                  （予備日）    9-21 ２面9-17 A・B13-17 CD9-21 13-17 24名27272727 土土土土 からくさ会 中高一貫指導 弓道ｽｸｰﾙ 　　　　（試合）　　　　　9ｰ21                                           9-21 ４面9-17 A　9-12 CD9-21 9-12 24名28282828 日日日日 太極拳畝傍 9－12 国民選手選考会　　　9ｰ17                                           9-21 ４面9-17 CD9-2129292929 月月月月 教員実技研修会 K・K・S・C（1/2）（卓球） 奈良医大（1/2）バスケット部 ジャザサイズ  9-12 K・K・S・C（卓球）（1/2） 　　　　　　　　　 （予備日）        9-21 ４面9-17 CD9-21 13-1730303030 火火火火 高円宮杯ママさん               9-21 錬弓会 平城高校 整備　　　9ｰ17 　　　           　 （予備日）       9-21 ２面9-17 CD9-21 20名31313131 水水水水                9-21 弓道平日研修会 五條高校 奈良少年少女普及委員会　9-12 　　　　　　　　    （予備日）        9-21 ２面9-17 CD9-21スポーツ教室 ①健康トレーニングＡ　③健康トレーニングＣ　⑤親子体操 相撲場：7/7　第70回県民体育大会「相撲」9-17                 ②健康トレーニングＢ　④さわやかスポ－ツ 　　　　  7/24 奈良県中学校総合体育大会 9-12 　　　　　　　　          7/30奈良県中学生相撲強化練習会9ｰ12
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（試合） 西ノ京高校
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天皇杯全日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会予選

奈良県卓球協会ジュニア強化練習会　　　　　　　　　　　　　　　　　　（トランポリン） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（体操競技）
奈良県少年少女ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（体操）

百射会

ならスポーツフェスティバル総合開会式（準備）第70回県民体育大会（体操競技）
整備 第74回国民体育大会近畿ﾌﾞﾛｯｸ大会　　　　　　　　　　　　　　　（準備）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（新体操）

近畿地区高専弓道大会準備近畿地区高専弓道大会
第74回国民体育大会近畿ﾌﾞﾛｯｸ大会　　　　　　　　　　　（準備）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（新体操）

　　　　　　　　　　　　　（弓道）

高円宮杯第50回全国ﾏﾏさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会（準備）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（卓球）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（剣道競技）男子団体戦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（剣道競技）女子団体戦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ）

　　整備　　　　　　　１３－２１

奈良県中学校総体（卓球） 西ノ京高校
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（試合）高円宮杯第50回全国ﾏﾏさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会（準備）

奈良県中学校総体　 　　　　　　　　　（卓球）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（卓球）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（体操・新体操） 県中学総合体育大会（弓道）

近畿地区高専弓道大会第70回県民体育大会「弓道」
高校夏季強化練習会国体強化練習会
県中学総合体育大会　　　　　　　（予備日）


