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整備 18-21地域伝統芸能全国大会 9-21　　　　　　　           　　　　 9-21                            　　　　9-21                            　　　　9-21                            　　　　9-12           整備　　　　　　　　18-21五條高校

近畿９人制ｸﾗﾌﾞﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会予選 全国・国体ねんりんピック壮行会
第72回奈良県高等学校総合体育大会（バスケットボールの部) 第18回近畿ブロックスポーツ少年団リーダー研究会第55回奈良県高等学校定時制通信制大会（バスケットボール・バレーボールの部）

全日本9人制総合バレーボール選手権大会　予選 奈良県高校総体予選
第5回シニア部研修会及び記録会整備

第13回ならコープカップ2019ドッジボール大会奈良県卓球協会（奈良ベテラン会）第72回奈良県高等学校総合体育大会（バスケットボールの部) 国体強化練習

国体強化練習奈良県ママさんバレーボールながつき大会 国体強化練習全日本9人制総合バレーボール選手権大会　予選
　　　　　　　　　開会式の準備　　（バレーボール） 第72回奈良県高等学校総合体育大会　　　　　　　　　　　　　　　バレーボール　準備 高校秋季講習会

あおば保育園第26回奈良県ジュニア新体操選手権大会
第72回奈良県高校総体弓道地域伝統芸能全国大会　（準備）　　　　　　　　　開会式・試合　　（バレーボール）
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