
施設名 団体名 行事名       利用日 要綱適用根拠

鯰江運動場 大阪福祉事業財団すみれ保育園 運動会 令和3年10月9日 (土) 7:00 ～ 13:00 第3条第6号 に該当

鯰江運動場 大阪福祉事業財団すみれ保育園 運動会 令和3年10月10日 (日) 7:00 ～ 13:00 第3条第6号 に該当

鯰江運動場 大阪市立鯰江中学校 体育大会 令和3年10月27日 (水) 7:00 ～ 17:00 第3条第1号 に該当

鯰江運動場 大阪市立鯰江中学校 体育大会 令和3年10月28日 (木) 7:00 ～ 17:00 第3条第1号 に該当

鯰江運動場 大阪市立鯰江中学校 体育大会 令和3年10月29日 (金) 7:00 ～ 17:00 第3条第1号 に該当

優先予約一覧表(令和3年10月分)

（令和3年 8月１日掲載）

時間帯
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施設名 団体名 行事名       利用日 要綱適用根拠

優先予約一覧表(令和3年10月分)

（令和3年 8月１日掲載）

時間帯

東中浜運動場 東中浜小学校 運動会（練習日） 令和3年10月13日 (水) 7:00 ～ 17:00 第3条第1号 に該当

東中浜運動場 東中浜小学校 運動会（練習日） 令和3年10月14日 (木) 7:00 ～ 17:00 第3条第1号 に該当

東中浜運動場 東中浜小学校 運動会（練習日） 令和3年10月15日 (金) 7:00 ～ 17:00 第3条第1号 に該当

東中浜運動場 東中浜小学校 運動会 令和3年10月17日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第1号 に該当

東中浜運動場 東中浜小学校 運動会 令和3年10月19日 (火) 7:00 ～ 17:00 第3条第1号 に該当
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時間帯

左専道運動場 大阪市立諏訪小学校 体育学習 令和3年10月1日 (金) 9:00 ～ 17:00 第3条第1号 に該当

左専道運動場 大阪市立諏訪小学校 体育学習 令和3年10月4日 (月) 9:00 ～ 17:00 第3条第1号 に該当

左専道運動場 大阪市立諏訪小学校 体育学習 令和3年10月5日 (火) 7:00 ～ 17:00 第3条第1号 に該当

左専道運動場 大阪市立諏訪小学校 体育学習 令和3年10月6日 (水) 7:00 ～ 17:00 第3条第1号 に該当

左専道運動場 大阪市立諏訪小学校 体育学習 令和3年10月7日 (木) 7:00 ～ 17:00 第3条第1号 に該当

左専道運動場 大阪市立諏訪小学校 体育学習 令和3年10月8日 (金) 7:00 ～ 17:00 第3条第1号 に該当

左専道運動場 大阪市立諏訪小学校 運動会 令和3年10月10日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第1号 に該当

左専道運動場 大阪市立諏訪小学校 体育学習 令和3年10月12日 (火) 7:00 ～ 17:00 第3条第1号 に該当

左専道運動場 大阪市立諏訪小学校 体育学習 令和3年10月13日 (水) 7:00 ～ 17:00 第3条第1号 に該当

左専道運動場 大阪市立諏訪小学校 体育学習 令和3年10月14日 (木) 7:00 ～ 17:00 第3条第1号 に該当

左専道運動場 大阪市立諏訪小学校 体育学習 令和3年10月15日 (金) 7:00 ～ 17:00 第3条第1号 に該当

左専道運動場 大阪市立諏訪小学校 体育学習 令和3年10月18日 (月) 9:00 ～ 15:00 第3条第1号 に該当

左専道運動場 大阪市立諏訪小学校 体育学習 令和3年10月19日 (火) 9:00 ～ 17:00 第3条第1号 に該当

左専道運動場 大阪市立諏訪小学校 体育学習 令和3年10月20日 (水) 9:00 ～ 15:00 第3条第1号 に該当

左専道運動場 大阪市立諏訪小学校 体育学習 令和3年10月21日 (木) 9:00 ～ 17:00 第3条第1号 に該当

左専道運動場 大阪市立諏訪小学校 体育学習 令和3年10月22日 (金) 9:00 ～ 15:00 第3条第1号 に該当

左専道運動場 大阪市立諏訪小学校PTA PTA親子運動会 令和3年10月24日 (日) 7:00 ～ 15:00 第3条第5号 に該当

左専道運動場 大阪市立諏訪小学校 体育学習 令和3年10月25日 (月) 9:00 ～ 15:00 第3条第1号 に該当

左専道運動場 大阪市立諏訪小学校 体育学習 令和3年10月26日 (火) 9:00 ～ 17:00 第3条第1号 に該当

左専道運動場 大阪市立諏訪小学校 体育学習 令和3年10月27日 (水) 9:00 ～ 15:00 第3条第1号 に該当

左専道運動場 大阪市立諏訪小学校 体育学習 令和3年10月28日 (木) 9:00 ～ 17:00 第3条第1号 に該当

左専道運動場 大阪市立諏訪小学校 体育学習 令和3年10月29日 (金) 9:00 ～ 15:00 第3条第1号 に該当
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施設名 団体名 行事名       利用日 要綱適用根拠

優先予約一覧表(令和3年10月分)

（令和3年 8月１日掲載）

時間帯

今津運動場（Ａ） 大阪府軟式野球連盟鶴見支部 鶴見支部秋季大会(軟式野球) 令和3年10月3日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第5号 に該当

今津運動場（Ｂ） 鶴見区ソフトボール協会
大阪市長杯市民ソフトボール大会鶴見区
女子予選会

令和3年10月17日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第5号 に該当

今津運動場（Ｂ） 鶴見区ソフトボール協会
大阪市長杯市民ソフトボール大会鶴見区
女子予選会

令和3年10月24日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第5号 に該当
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優先予約一覧表(令和3年10月分)

（令和3年 8月１日掲載）

時間帯

旭運動場（Ａ） 旭区軟式野球連盟
西日本野球大会予選会兼第118回秋季連
盟旗軟式野球大会

令和3年10月3日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第5号 に該当

旭運動場（Ｂ） 旭区ソフトボール連盟
第90回秋季大会（大阪市会議長杯予選
会）（ソフトボール）

令和3年10月3日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第5号 に該当

旭運動場（Ａ） 旭区軟式野球連盟
西日本野球大会予選会兼第118回秋季連
盟旗軟式野球大会

令和3年10月10日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第5号 に該当

旭運動場（Ａ） 旭区軟式野球連盟
西日本野球大会予選会兼第118回秋季連
盟旗軟式野球大会

令和3年10月17日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第5号 に該当

旭運動場（Ｂ） 旭区ソフトボール連盟
第90回秋季大会（大阪市会議長杯予選
会）（ソフトボール）

令和3年10月17日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第5号 に該当

旭運動場（Ａ） 旭区軟式野球連盟
西日本野球大会予選会兼第118回秋季連
盟旗軟式野球大会

令和3年10月24日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第5号 に該当

旭運動場（Ｂ） 旭区ソフトボール連盟
第90回秋季大会（大阪市会議長杯予選
会）（ソフトボール）

令和3年10月24日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第5号 に該当

旭運動場（Ｂ） 旭区体育厚生協会 大阪セレモニー杯ゲートボール大会 令和3年10月28日 (木) 7:00 ～ 15:00 第3条第4号 に該当

旭運動場（Ａ） 旭区軟式野球連盟
西日本野球大会予選会兼第118回秋季連
盟旗軟式野球大会

令和3年10月31日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第5号 に該当
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優先予約一覧表(令和3年10月分)

（令和3年 8月１日掲載）

時間帯

神路運動場 大阪府軟式野球連盟東成支部 東成区民軟式野球大会兼市長杯予選 令和3年10月3日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条5号に該当

神路運動場 大阪府軟式野球連盟東成支部 東成区民軟式野球大会兼市長杯予選 令和3年10月17日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条5号に該当

神路運動場 大阪府軟式野球連盟東成支部 東成区民軟式野球大会兼市長杯予選 令和3年10月24日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条5号に該当

神路運動場 大阪府軟式野球連盟東成支部 東成区民軟式野球大会兼市長杯予選 令和3年10月31日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条5号に該当
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施設名 団体名 行事名       利用日 要綱適用根拠

優先予約一覧表(令和3年10月分)

（令和3年 8月１日掲載）

時間帯

五条運動場 大阪市立天王寺保育所 運動会 令和3年10月2日 (土) 7:00 ～ 13:00 第3条1号に該当

五条運動場 ひなたほいくえん　せいわ 運動会 令和3年10月23日 (土) 7:00 ～ 13:00 第3条6号に該当

五条運動場 天王寺区体育厚生・スポーツ推進協議会 市長杯ソフトボール大会天王寺区予選 令和3年10月24日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条4号に該当

五条運動場 五条連合振興町会 五条連合振興町会主催『こども開放でー』 令和3年10月27日 (水) 15:00 ～ 17:00 第3条9号に該当

五条運動場 ほっぺるランド天王寺上本町 運動会 令和3年10月30日 (土) 7:00 ～ 15:00 第3条6号に該当
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優先予約一覧表(令和3年10月分)

（令和3年 8月１日掲載）

時間帯

東中本運動場 大阪市立中本小学校 学校活動 令和3年10月6日 (水) 9:00 ～ 13:00 第3条1号に該当

東中本運動場 大阪市立中本小学校 学校活動 令和3年10月7日 (木) 9:00 ～ 11:00 第3条1号に該当

東中本運動場 大阪市立中本小学校 学校活動 令和3年10月14日 (木) 9:00 ～ 13:00 第3条1号に該当

東中本運動場 大阪市立中本小学校 学校活動 令和3年10月15日 (金) 9:00 ～ 13:00 第3条1号に該当

東中本運動場 大阪市立中本小学校 学校活動 令和3年10月16日 (土) 9:00 ～ 11:00 第3条1号に該当
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施設名 団体名 行事名       利用日 要綱適用根拠

優先予約一覧表(令和3年10月分)

（令和3年 8月１日掲載）

時間帯

鶴町南運動場 大正区ソフトボール連盟 ソフトボール連盟会長杯大会 令和3年10月3日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第5号に該当

鶴町南運動場 大正区ソフトボール連盟 ソフトボール連盟秋季大会 令和3年10月17日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第5号に該当

鶴町南運動場 大阪府軟式野球連盟大正支部 秋季リーグ戦 令和3年10月24日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第5号に該当
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（令和3年 8月１日掲載）

時間帯

波除運動場 大阪府軟式野球連盟港支部 秋季大会 令和3年10月3日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第5号に該当

波除運動場 波除地区体育祭実行委員会 ワイワイ大うんどう会 令和3年10月23日 (土) 13:00 ～ 19:00 第3条第5号に該当

波除運動場 波除地区体育祭実行委員会 ワイワイ大うんどう会 令和3年10月24日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第5号に該当

波除運動場 大阪府軟式野球連盟港支部 港体育厚生協会杯 令和3年10月31日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第5号に該当
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施設名 団体名 行事名       利用日 要綱適用根拠

優先予約一覧表(令和3年10月分)

（令和3年 8月１日掲載）

時間帯

磯路中央運動場 大阪府軟式野球連盟港支部 秋季大会 令和3年10月10日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第5号に該当

磯路中央運動場 大阪府軟式野球連盟港支部 秋季大会 令和3年10月17日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第5号に該当

磯路中央運動場 大阪府軟式野球連盟港支部 港体育厚生協会杯 令和3年10月24日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第5号に該当
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優先予約一覧表(令和3年10月分)

（令和3年 8月１日掲載）

時間帯

平野白鷺運動場（第１（１／２
面））

大阪府軟式野球連盟　東住吉支部
大阪府春季大会兼西日本大会大阪大会
東住吉予選会

令和3年10月3日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第5号に該当

平野白鷺運動場（第１（１／２
面））

勤労者ソフトボール連盟 秋季大会 令和3年10月10日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第5号に該当

平野白鷺運動場（第２（１／２
面））

勤労者ソフトボール連盟 秋季大会 令和3年10月10日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第5号に該当

平野白鷺運動場（第１（１／２
面））

東住吉区ＰＴＡ協議会
第46回東住吉区ＰＴＡ協議会ソフトボール
大会

令和3年10月17日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第5号に該当

平野白鷺運動場（第２（１／２
面））

東住吉区ＰＴＡ協議会
第46回東住吉区ＰＴＡ協議会ソフトボール
大会

令和3年10月17日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第5号に該当

平野白鷺運動場（第２（１／２
面））

大阪府少年軟式野球協会 住吉支部 大阪府秋季少年軟式野球大会本選 令和3年10月23日 (土) 7:00 ～ 17:00 第3条第5号に該当

平野白鷺運動場（第２（１／２
面））

大阪府少年軟式野球協会 住吉支部 大阪府秋季少年軟式野球大会本選 令和3年10月24日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第5号に該当

平野白鷺運動場（第１（１／２
面））

大阪府軟式野球連盟　東住吉支部
大阪府春季大会兼西日本大会大阪大会
東住吉予選会

令和3年10月31日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第5号に該当
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施設名 団体名 行事名       利用日 要綱適用根拠

優先予約一覧表(令和3年10月分)

（令和3年 8月１日掲載）

時間帯

長池運動場 阿倍野区体育厚生協会 阿倍野区民軟式野球大会 令和3年10月3日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第4号に該当

長池運動場 阿倍野区体育厚生協会
第2回阿倍野支部・西成支部交流軟式野
球大会

令和3年10月24日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第4号に該当

長池運動場 阿倍野区少年軟式野球連盟 第44回あべの学童野球選手権大会 令和3年10月31日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第5号に該当

13/21
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時間帯

浅香中央運動場 大阪府軟式野球連盟　住吉支部 全日本軟式野球大会 令和3年10月3日 (日) 9:00 ～ 17:00 第3条第5号に該当

浅香中央運動場 阿倍野区少年軟式野球連盟 第44回あべの学童野球選手権大会 令和3年10月16日 (土) 9:00 ～ 17:00 第3条第5号に該当

浅香中央運動場 大阪府軟式野球連盟　住吉支部 全日本軟式野球大会 令和3年10月17日 (日) 9:00 ～ 17:00 第3条第5号に該当

浅香中央運動場 阿倍野区少年軟式野球連盟 第44回あべの学童野球選手権大会 令和3年10月24日 (日) 9:00 ～ 17:00 第3条第5号に該当

浅香中央運動場 大阪府軟式野球連盟　住吉支部 全日本軟式野球大会 令和3年10月31日 (日) 9:00 ～ 17:00 第3条第5号に該当
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時間帯

沢之町運動場 大阪府少年軟式野球協会 住吉支部 大阪府秋季少年軟式野球大会本選 令和3年10月16日 (土) 7:00 ～ 17:00 第3条第5号に該当

沢之町運動場 阿倍野区少年軟式野球連盟 第44回あべの学童野球選手権大会 令和3年10月17日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第5号に該当

沢之町運動場 大阪府少年軟式野球協会 住吉支部 大阪府秋季少年軟式野球大会本選 令和3年10月30日 (土) 7:00 ～ 17:00 第3条第5号に該当
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南港東運動場 阿倍野区少年軟式野球連盟 第44回あべの学童野球選手権大会 令和3年10月3日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第5号に該当

南港東運動場 阿倍野区少年軟式野球連盟 第41回大阪府秋季少年軟式野球大会 令和3年10月24日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第5号に該当

南港東運動場 阿倍野区少年軟式野球連盟 第41回大阪府秋季少年軟式野球大会 令和3年10月30日 (土) 7:00 ～ 17:00 第3条第5号に該当

南港東運動場 阿倍野区少年軟式野球連盟 第44回あべの学童野球選手権大会 令和3年10月31日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第5号に該当
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春日出運動場 大阪市立春日出中学校 体育等の授業 令和3年10月1日 (金) 9:00 ～ 15::00 第3条1号に該当

春日出運動場 西区軟式野球連盟 西区軟式野球大会 令和3年10月3日 (日) 7:00 ～ 19:00 第3条5号に該当

春日出運動場 大阪市立春日出中学校 体育等の授業 令和3年10月4日 (月) 9:00 ～ 15::00 第3条1号に該当

春日出運動場 大阪市立春日出中学校 体育等の授業 令和3年10月7日 (木) 9:00 ～ 15::00 第3条1号に該当

春日出運動場 大阪市立春日出中学校 体育等の授業 令和3年10月8日 (金) 9:00 ～ 15::00 第3条1号に該当

春日出運動場 大阪市立春日出中学校 体育等の授業 令和3年10月11日 (月) 9:00 ～ 15::00 第3条1号に該当

春日出運動場 大阪市立春日出中学校 体育等の授業 令和3年10月12日 (火) 9:00 ～ 15::00 第3条1号に該当

春日出運動場 大阪市立春日出中学校 体育等の授業 令和3年10月13日 (水) 9:00 ～ 15::00 第3条1号に該当

春日出運動場 大阪市立春日出中学校 体育等の授業 令和3年10月14日 (木) 9:00 ～ 19::00 第3条1号に該当

春日出運動場 大阪市立春日出中学校 体育等の授業 令和3年10月15日 (金) 7:00 ～ 15::00 第3条1号に該当

春日出運動場 此花区軟式野球連盟 秋季大会（兼）知事杯此花大会 令和3年10月17日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条5号に該当

春日出運動場 大阪市立春日出中学校 体育等の授業 令和3年10月18日 (月) 9:00 ～ 15::00 第3条1号に該当

春日出運動場 大阪市立春日出中学校 体育等の授業 令和3年10月19日 (火) 9:00 ～ 19::00 第3条1号に該当

春日出運動場 大阪市立春日出中学校 体育等の授業 令和3年10月20日 (水) 7:00 ～ 19::00 第3条1号に該当

春日出運動場 大阪市立春日出中学校 体育等の授業 令和3年10月21日 (木) 7:00 ～ 19::00 第3条1号に該当

春日出運動場 大阪市立春日出中学校 体育等の授業 令和3年10月22日 (金) 7:00 ～ 15::00 第3条1号に該当
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下福島運動場（第1） 福島区役所 第４7回福島区民まつり 令和3年10月1日 (金) 7:00 ～ 19:00 第3条1号に該当

下福島運動場（第２） 福島区役所 第４7回福島区民まつり 令和3年10月1日 (金) 7:00 ～ 19:00 第3条1号に該当

下福島運動場（第1） 福島区役所 第４7回福島区民まつり 令和3年10月2日 (土) 7:00 ～ 19:00 第3条1号に該当

下福島運動場（第２） 福島区役所 第４7回福島区民まつり 令和3年10月2日 (土) 7:00 ～ 19:00 第3条1号に該当

下福島運動場（第1） 福島区役所 第４7回福島区民まつり 令和3年10月3日 (日) 7:00 ～ 19:00 第3条1号に該当

下福島運動場（第２） 福島区役所 第４7回福島区民まつり 令和3年10月3日 (日) 7:00 ～ 19:00 第3条1号に該当

下福島運動場（第1） 福島区役所 第４7回福島区民まつり 令和3年10月4日 (月) 7:00 ～ 19:00 第3条1号に該当

下福島運動場（第２） 福島区役所 第４7回福島区民まつり 令和3年10月4日 (月) 7:00 ～ 19:00 第3条1号に該当

下福島運動場（第２） 大阪市立下福島中学校 体育の授業等 令和3年10月8日 (金) 15:00 ～ 17:00 第3条1号に該当

下福島運動場（第２）
社会福祉法人　晋栄福祉会　新福島ちど
り保育園

運動会 令和3年10月9日 (土) 7:00 ～ 15:00 第3条6号に該当

下福島運動場（第1） 福島区子ども会育成連合協議会
第21回大阪福島ライオンズクラブ杯福島
区子ども会ソフトボール・キックベースボー

令和3年10月10日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条9号に該当

下福島運動場（第２） 福島区子ども会育成連合協議会
第21回大阪福島ライオンズクラブ杯福島
区子ども会ソフトボール・キックベースボー

令和3年10月10日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条9号に該当

下福島運動場（第２） 大阪市立下福島中学校 体育の授業等 令和3年10月11日 (月) 15:00 ～ 17:00 第3条1号に該当

下福島運動場（第２） 大阪市立下福島中学校 体育の授業等 令和3年10月12日 (火) 15:00 ～ 17:00 第3条1号に該当

下福島運動場（第２） 大阪市立下福島中学校 体育の授業等 令和3年10月13日 (水) 15:00 ～ 17:00 第3条1号に該当

下福島運動場（第２） 大阪市立下福島中学校 体育の授業等 令和3年10月14日 (木) 15:00 ～ 17:00 第3条1号に該当

下福島運動場（第２）
社会福祉法人　晋栄福祉会　新福島ちど
り保育園

運動会 令和3年10月15日 (金) 7:00 ～ 15:00 第3条6号に該当

下福島運動場（第２） 大阪市立下福島中学校 体育の授業等 令和3年10月15日 (金) 15:00 ～ 17:00 第3条1号に該当

下福島運動場（第２） 大阪市立下福島中学校 体育の授業等 令和3年10月18日 (月) 15:00 ～ 17:00 第3条1号に該当

下福島運動場（第２） 大阪市立下福島中学校 体育の授業等 令和3年10月19日 (火) 15:00 ～ 17:00 第3条1号に該当

下福島運動場（第２） 大阪市立下福島中学校 体育の授業等 令和3年10月20日 (水) 15:00 ～ 17:00 第3条1号に該当

下福島運動場（第２） 大阪市立下福島中学校 体育の授業等 令和3年10月21日 (木) 15:00 ～ 17:00 第3条1号に該当

下福島運動場（第２） 大阪市立下福島中学校 体育の授業等 令和3年10月22日 (金) 15:00 ～ 17:00 第3条1号に該当

下福島運動場（第１） 西区軟式野球連盟 西区軟式野球大会 令和3年10月24日 (日) 7:00 ～ 19:00 第3条5号に該当

下福島運動場（第２） 大阪市立下福島中学校 体育の授業等 令和3年10月25日 (月) 15:00 ～ 17:00 第3条1号に該当

下福島運動場（第２） 大阪市立下福島中学校 体育の授業等 令和3年10月26日 (火) 15:00 ～ 17:00 第3条1号に該当

下福島運動場（第２） 大阪市立下福島中学校 体育の授業等 令和3年10月27日 (水) 15:00 ～ 17:00 第3条1号に該当

下福島運動場（第２） 大阪市立下福島中学校 体育の授業等 令和3年10月29日 (金) 15:00 ～ 17:00 第3条1号に該当
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吉野町運動場 大阪市立野田中学校 体育の授業 令和3年10月1日 (金) 9:00 ～ 13:00 第3条1号に該当

吉野町運動場 大阪市立野田中学校 学校活動 令和3年10月1日 (金) 15:00 ～ 19:00 第3条1号に該当

吉野町運動場 福島区役所 第４7回福島区民まつり 令和3年10月2日 (土) 7:00 ～ 19:00 第3条1号に該当

吉野町運動場 福島区役所 第４7回福島区民まつり 令和3年10月3日 (日) 7:00 ～ 19:00 第3条1号に該当

吉野町運動場 大阪市立野田中学校 体育の授業 令和3年10月4日 (月) 9:00 ～ 15:00 第3条1号に該当

吉野町運動場 大阪市立野田中学校 学校活動 令和3年10月4日 (月) 15:00 ～ 19:00 第3条1号に該当

吉野町運動場 大阪市立野田中学校 体育の授業 令和3年10月5日 (火) 9:00 ～ 13:00 第3条1号に該当

吉野町運動場 大阪市立野田中学校 体育の授業 令和3年10月6日 (水) 9:00 ～ 15:00 第3条1号に該当

吉野町運動場 大阪市立野田中学校 学校活動 令和3年10月6日 (水) 15:00 ～ 19:00 第3条1号に該当

吉野町運動場 大阪市立野田中学校 体育の授業 令和3年10月7日 (木) 9:00 ～ 15:00 第3条1号に該当

吉野町運動場 大阪市立野田中学校 体育の授業 令和3年10月8日 (金) 9:00 ～ 13:00 第3条1号に該当

吉野町運動場 どんぐりこ福島吉野保育園 運動会 令和3年10月9日 (土) 7:00 ～ 13:00 第3条6号に該当

吉野町運動場 大阪市立野田中学校 体育の授業 令和3年10月11日 (月) 9:00 ～ 15:00 第3条1号に該当

吉野町運動場 大阪市立野田中学校 体育の授業 令和3年10月12日 (火) 9:00 ～ 13:00 第3条1号に該当

吉野町運動場 大阪市立野田中学校 体育の授業 令和3年10月13日 (水) 9:00 ～ 13:00 第3条1号に該当

吉野町運動場 大阪市立野田中学校 学校活動 令和3年10月15日 (金) 13:00 ～ 17:00 第3条1号に該当

吉野町運動場 どんぐりこ福島吉野保育園 運動会 令和3年10月16日 (土) 7:00 ～ 13:00 第3条6号に該当

吉野町運動場 大阪市立野田中学校 体育の授業 令和3年10月18日 (月) 9:00 ～ 15:00 第3条1号に該当

吉野町運動場 大阪市立野田中学校 学校活動 令和3年10月18日 (月) 15:00 ～ 19:00 第3条1号に該当

吉野町運動場 大阪市立野田中学校 体育の授業 令和3年10月19日 (火) 9:00 ～ 13:00 第3条1号に該当

吉野町運動場 大阪市立野田中学校 体育の授業 令和3年10月20日 (水) 9:00 ～ 15:00 第3条1号に該当

吉野町運動場 大阪市立野田中学校 学校活動 令和3年10月20日 (水) 15:00 ～ 19:00 第3条1号に該当

吉野町運動場 大阪市立野田中学校 体育の授業 令和3年10月21日 (木) 9:00 ～ 15:00 第3条1号に該当

吉野町運動場 大阪市立野田中学校 体育の授業 令和3年10月22日 (金) 9:00 ～ 13:00 第3条1号に該当

吉野町運動場 大阪市立野田中学校 学校活動 令和3年10月22日 (金) 15:00 ～ 19:00 第3条1号に該当

吉野町運動場 大阪市立野田中学校 体育の授業 令和3年10月25日 (月) 9:00 ～ 15:00 第3条1号に該当

吉野町運動場 大阪市立野田中学校 学校活動 令和3年10月25日 (月) 15:00 ～ 19:00 第3条1号に該当

吉野町運動場 大阪市立野田中学校 体育の授業 令和3年10月26日 (火) 9:00 ～ 13:00 第3条1号に該当

吉野町運動場 大阪市立野田中学校 体育の授業 令和3年10月27日 (水) 9:00 ～ 15:00 第3条1号に該当

吉野町運動場 大阪市立野田中学校 学校活動 令和3年10月27日 (水) 15:00 ～ 19:00 第3条1号に該当

吉野町運動場 大阪市立野田中学校 体育の授業 令和3年10月28日 (木) 9:00 ～ 15:00 第3条1号に該当

吉野町運動場 大阪市立野田中学校 体育の授業 令和3年10月29日 (金) 9:00 ～ 13:00 第3条1号に該当

吉野町運動場 大阪市立野田中学校 学校活動 令和3年10月29日 (金) 15:00 ～ 19:00 第3条1号に該当
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与力町運動場 大阪市立堀川小学校 スポーツフェスティバル 令和3年10月1日 (金) 7:00 ～ 15:00 第3条1号に該当

与力町運動場 ちゃいれっく東天満保育園 運動会 令和3年10月2日 (土) 7:00 ～ 13:00 第3条6号に該当

与力町運動場 ちゃいれっく東天満保育園 運動会 令和3年10月5日 (火) 7:00 ～ 13:00 第3条6号に該当

与力町運動場 大阪市立堀川小学校 スポーツフェスティバル 令和3年10月6日 (水) 7:00 ～ 15:00 第3条1号に該当

与力町運動場 北区体育厚生協会 ソフトボール大会 令和3年10月10日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条4号に該当

与力町運動場
社会福祉法人なみはや福祉会同心保育
園

運動会 令和3年10月12日 (火) 9:00 ～ 11:00 第3条6号に該当

与力町運動場
社会福祉法人なみはや福祉会同心保育
園

運動会 令和3年10月16日 (土) 7:00 ～ 13:00 第3条6号に該当
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歌島運動場（第２グランド） 西淀川区体育厚生協会 市長杯大会予選会 令和3年10月3日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条 4号に該当

歌島運動場（第２グランド） 西淀川区体育厚生協会 市長杯大会予選会 令和3年10月10日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条 4号に該当

歌島運動場（第２グランド） 西淀川区体育厚生協会 市長杯大会予選会 令和3年10月17日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条 4号に該当

歌島運動場（第２グランド） 西淀川区体育厚生協会 市長杯大会予選会 令和3年10月24日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条 4号に該当

歌島運動場（第２グランド） 西淀川区体育厚生協会 市長杯大会予選会 令和3年10月31日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条 4号に該当

21/21


