
令和  ３ 年　９月分　　橿 原 公 苑  施 設 使 用 予 定 表

トレーニング室 陸上競技場 野 球 場

日 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

1 水 親子ＡＢ 整備
橿原新体操
クラブ(1/2)

弓道平日
研修会

整備 12-16 整備 9-17 秋季整備 9-21 AB 9-17

2 木 ＫＫＳＣ（健トレ）
ピンポンクラブ
（1/2）

　　　　　　 9-21 AB 9-17

3 金 健トレＢ
弓道体配
研修会

令和3年度秋季近畿地区高等学校野球大会前日
準備 13-17　          　　　　　　　　整備 9-12・18ｰ21

13-17

4 土 ＷＬ協会強化練習会9-17 岸部チーム 新庄ソルジャーズ 連盟練習会
弓道
スクール

第16回普及キャンペーンゲートボール大会 9-17
令和3年度秋季近畿地区高等学校野球大会
奈良県予選　9-21

２面 9-12 1面 13-17 AB 13-17

5 日 　　　　　　　　　　　　（予備日）　9-17 　　　　　　　　9-21 ２面 9-17 9-12

6 月 健トレＡ ＫＫＳＣ（小学生） 健トレＣ 整備 9-17 整備 9-21 A 9-17 13-17

7 火 さわやかＢ
バンビシャス奈良
（1/2）

さわやかＡ ＫＫＳＣ（太極拳）
橿原武術太極拳
（1/2） 錬弓会

令和3年度秋季近畿地区高等学校野球大会
奈良県予選（予備日）  9-21

AB 13-17

8 水 親子ＡＢ 整備
橿原新体操
クラブ(1/2)

弓道平日
研修会

整備 12-16 整備 9-21 AB 9-12

9 木 整  備 ＫＫＳＣ（健トレ）
ピンポンクラブ
（1/2）

整備 9-17
令和3年度秋季近畿地区高等学校野球大会
奈良県予選（予備日）9-21

AB 9-12

10 金 健トレＢ パンジー（1/2）
弓道体配
研修会

第13回奈良県グランドゴルフ大会レディース大会
　　　　　　　9-17

阪神大学野球秋季リーグ戦（２部東） 9-21

11 土          9-21
WL協会協会強化合宿 9-21

弓道
スクール

第69回奈良県中学校学年別陸上競技大会
　　　　　　　　　　１日目 9-21

令和3年度秋季近畿地区高等学校野球大会
奈良県予選　9-21

２面 9-17 18ｰ21

12 日
畝傍寮チーム
（1/2）

　　         9-17 　　　　　　　　　　２日目 9-17                      9-21 1面 9-17 AB 9-17 CD 9-21 13-17

13 月 常磐学園
ＫＫＳＣ（卓球）
（1/2）

健トレＡ ＫＫＳＣ（小学生） 健トレＣ 整備 9-17 整備 9-21 13-17

14 火 さわやかＢ 整  備
バンビシャス奈良
（1/2）

中谷チーム 18ｰ21 さわやかＡ ＫＫＳＣ（太極拳）
橿原武術太極拳
（1/2） 錬弓会

奈良県老人クラブ連合会　ゲートボール大会
　　　　　　　　　　　9-17

令和3年度秋季近畿地区高等学校野球大会
奈良県予選（予備日） 9-21

A 9-12 13-17

15 水
公苑テニスクラブ
（1/2）

タツミクラブ（1/2） 親子ＡＢ
橿原新体操
クラブ(1/2)

　　　　　　　 予備日 9-17 整備 9-12・18ｰ21

16 木 ＫＫＳＣ（健トレ）
ピンポンクラブ
（1/2）

第13回奈良県グランドゴルフ大会レディース大会
　　　　　　　 予備日 9-17

令和3年度秋季近畿地区高等学校野球大会
奈良県予選（予備日） 9-21

AB 9-12

17 金 パンジー（1/2）
弓道体配
研修会

橿原高校体育大会 9-17 阪神大学野球秋季リーグ戦（２部東） 9-21 A 13ｰ17

18 土 　　　　　　　 3室 9-21
弓道
スクール

第３６回県選抜シニア（男・女）ゲートボール大会
（全国選抜ゲートボール大会）予選 9-17

佐藤薬品工業旗 第５回学童軟式野球４年生大会
近畿大会 第１日目 9-17              整備 18-21

４面 9-17

19 日 　　　　　　　　     3室 9-21 関西サッカーリーグ 9-17                 第２日目 9-17              　　 　 18-21 1面 9-17 A 13ｰ17 C 13-17

20 月 会場撤去 岸部チーム 関西サンライズリーグ 9-17
令和3年度秋季近畿地区高等学校野球大会
奈良県予選 9-21

４面 9-17

21 火 さわやかＢ
バンビシャス奈良
（1/2）

中谷チーム 18ｰ21 さわやかＡ ＫＫＳＣ（太極拳）
橿原武術太極拳
（1/2） 錬弓会

第３６回県選抜シニア（男・女）ゲートボール大会・
（全国選抜ゲートボール大会予選） 予備日 9-17

                 予備日 9-21

22 水 　　　　　　　  18ｰ21 親子ＡＢ 整備
橿原新体操
クラブ(1/2)

弓道平日
研修会

整備 12-16 郡山高校体育大会 9-17 整備 9-12・18ｰ21 AB 9-12

23 木 　　　　　　　       3室 9-17
第74回奈良県高等学校総合体育大会 陸上競技の部・第57回奈良
県高等学校定時制通信制課程体育大会 陸上競技の部 9-21

令和3年度秋季近畿地区高等学校野球大会
奈良県予選（予備日） 9-21

1面 9-17

24 金 健トレＢ パンジー（1/2）
弓道体配
研修会

青翔高校体育大会 9-17 阪神大学野球秋季リーグ戦（２部東） 9-21 AB 9-17 CD 9-17 13-17

25 土
弓道
スクール

2021年奈良県記録会　１日目 9-21
令和3年度秋季近畿地区高等学校野球大会
奈良県予選  9-21

２面 9-17 CD 9-21

26 日 　　　　　　　　　　　　　　　 ２日目 9-17                     9-21 ４面 13-17 ２面 9-12 CD 9-17

27 月
ＫＫＳＣ（卓球）
（1/2）

健トレＡ ＫＫＳＣ（小学生） 健トレＣ 整備         9-21 整備 9-21 13-17

28 火 さわやかＢ
バンビシャス奈良
（1/2）

中谷チーム 18ｰ21 さわやかＡ ＫＫＳＣ（太極拳）
橿原武術太極拳
（1/2） 錬弓会 　　　　　     9-21

令和3年度秋季近畿地区高等学校野球大会
奈良県予選（予備日） 9-21

AB 9-17 CD 9-17 9-17

29 水
公苑テニスクラブ
（1/2）

親子ＡＢ 整備
橿原新体操
クラブ(1/2)

弓道平日
研修会

整備 12-16 　　　　　     9-21 整備 9-21

30 木 ＫＫＳＣ（健トレ）
ピンポンクラブ
（1/2）

　　　　　     9-21
令和3年度秋季近畿地区高等学校野球大会
奈良県予選（予備日） 9-21

AB 9-12

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     

②健康トレーニングＢ　④さわやかスポ－ツ

　　

SUMMER FESATIVAL2021

奈良県中学・高校バレーボール合同強化練習会
令和3年度奈良県（橿原市）地域社会
（少林寺法） 指導者研修会

高校秋季講習会

スポレク祭　ドッジボールの部 弓道月例研修会

奈良県高校総体予選
（予備日）

令和3年度第74回奈良県高等学校総合体育大会（準備）

開会式・大会 奈良県高校総体バレーボール競技 奈良県高校総体決勝

錬弓会

皇后盃授与第60回全日本女子剣道選手権大会 皇后盃授与第60回全日本女子剣道選手権大会
奈良県高校総体予選
（東部）

奈良県高体連剣道専門部主催高等学校剣道錬成大会
奈良県高体連剣道専門部主催高等学校剣道錬成大会

中学校秋期リーダー
講習会

奈良県高校総体予選
（西部）

令和3年度奈良県高等学校定時制・通信
制課程総合体育大会
（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ・ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ・ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝ・卓球）

令和3年度奈良県高等学校定時制・通信
制課程総合体育大会
（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ・ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ・ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝ・卓球）

公認スポーツ指導員
取得講習会

第6回シニア部研修会
及び記録会

錬弓会

整　　備

錬弓会

奈良県私立高校バレーボール大会 奈良県私立高校バレーボール大会
全国・国体・ねんりんピック・
都道府県対校壮行会

整  備

錬弓会

　　                            　奈良県立橿原公苑

                      〒６３４－００６５　橿原市畝傍町５３ 　TEL ： ０７４４－２２－２４６２ 令和３年 ８月24日現在

第  １ 体 育 館 第 ２ 体 育 館 弓 道 場 庭  球 場 本     館


