
施設名 団体名 行事名       利用日 要綱適用根拠

蒲生野球場 蒲生中学校 学校活動 令和3年11月2日 (火) 15:00 ～ 17:00 第3条第1号 に該当

蒲生野球場 蒲生中学校 学校活動 令和3年11月5日 (金) 15:00 ～ 17:00 第3条第1号 に該当

蒲生野球場 大阪市城東区役所 第7回城東区スポーツカーニバル 令和3年11月6日 (土) 13:00 ～ 19:00 第3条第1号 に該当

蒲生野球場 大阪市城東区役所 第7回城東区スポーツカーニバル 令和3年11月7日 (日) 7:00 ～ 19:00 第3条第1号 に該当

蒲生野球場 蒲生中学校 学校活動 令和3年11月9日 (火) 15:00 ～ 17:00 第3条第1号 に該当

蒲生野球場 蒲生中学校 学校活動 令和3年11月10日 (水) 15:00 ～ 17:00 第3条第1号 に該当

蒲生野球場 城東区スポーツ・レクリエーション協会 第43回西日本大会予選（軟式野球） 令和3年11月14日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第4号 に該当

蒲生野球場 蒲生中学校 学校活動 令和3年11月16日 (火) 15:00 ～ 17:00 第3条第1号 に該当

蒲生野球場 城東区SARUGAKU祭運営委員会 城東区SARUGAKU祭 令和3年11月20日 (土) 13:00 ～ 19:00 第3条第1号 に該当

蒲生野球場 城東区SARUGAKU祭運営委員会 城東区SARUGAKU祭 令和3年11月21日 (日) 7:00 ～ 19:00 第3条第1号 に該当

蒲生野球場 蒲生中学校 学校活動 令和3年11月26日 (金) 13:00 ～ 17:00 第3条第1号 に該当

蒲生野球場 蒲生中学校 学校活動 令和3年11月30日 (火) 15:00 ～ 17:00 第3条第1号 に該当

優先予約一覧表(令和3年11月分)

（令和3年 9月１日掲載）

時間帯
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優先予約一覧表(令和3年11月分)

（令和3年 9月１日掲載）

時間帯

桜之宮野球場 都島中学校 学校活動 令和3年11月1日 (月) 15:00 ～ 19:00 第3条第1号 に該当

桜之宮野球場 都島中学校 学校活動 令和3年11月3日 (水) 15:00 ～ 19:00 第3条第1号 に該当

桜之宮野球場 都島中学校 学校活動 令和3年11月5日 (金) 15:00 ～ 19:00 第3条第1号 に該当

桜之宮野球場 新日本スポーツ連盟大阪府野球協議会 大阪スポーツ祭典（軟式野球） 令和3年11月7日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第5号 に該当

桜之宮野球場 都島中学校 学校活動 令和3年11月8日 (月) 15:00 ～ 19:00 第3条第1号 に該当

桜之宮野球場 都島中学校 学校活動 令和3年11月10日 (水) 15:00 ～ 19:00 第3条第1号 に該当

桜之宮野球場 都島中学校 学校活動 令和3年11月12日 (金) 15:00 ～ 19:00 第3条第1号 に該当

桜之宮野球場 全国軟式野球PRIDE JAPAN
第4回グランドスラム杯全国ベースボール
トーナメント大阪府大会

令和3年11月14日 (日) 9:00 ～ 17:00 第3条第5号 に該当

桜之宮野球場 都島中学校 学校活動 令和3年11月15日 (月) 15:00 ～ 19:00 第3条第1号 に該当

桜之宮野球場 都島中学校 学校活動 令和3年11月17日 (水) 15:00 ～ 19:00 第3条第1号 に該当

桜之宮野球場 都島中学校 学校活動 令和3年11月19日 (金) 15:00 ～ 19:00 第3条第1号 に該当

桜之宮野球場 都島区体育厚生協会 都島区スポーツ大会（ソフトボール） 令和3年11月21日 (日) 9:00 ～ 17:00 第3条第4号 に該当

桜之宮野球場 都島区体育厚生協会 都島区スポーツ大会（ソフトボール） 令和3年11月28日 (日) 9:00 ～ 17:00 第3条第4号 に該当
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真田山野球場 大阪市立真田山小学校 学校活動 令和3年11月2日 (火) 9:00 ～ 15:00 第3条1号に該当

真田山野球場 大阪市立真田山小学校 学校活動 令和3年11月4日 (木) 9:00 ～ 15:00 第3条1号に該当

真田山野球場 大阪市立真田山小学校 学校活動 令和3年11月9日 (火) 9:00 ～ 15:00 第3条1号に該当

真田山野球場 大阪市立真田山小学校 学校活動 令和3年11月11日 (木) 9:00 ～ 15:00 第3条1号に該当

真田山野球場 大阪市立真田山小学校 学校活動 令和3年11月16日 (火) 9:00 ～ 15:00 第3条1号に該当

真田山野球場 大阪市立真田山小学校 学校活動 令和3年11月18日 (木) 9:00 ～ 15:00 第3条1号に該当

真田山野球場 大阪市立真田山小学校 学校活動 令和3年11月25日 (木) 9:00 ～ 15:00 第3条1号に該当

真田山野球場 天王寺区子ども会育成連合協議会
天王寺区長杯子ども会親善ソフトボール・
キックベースボール大会

令和3年11月28日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条9号に該当

真田山野球場 大阪市立真田山小学校 学校活動 令和3年11月30日 (火) 9:00 ～ 15:00 第3条1号に該当
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優先予約一覧表(令和3年11月分)

（令和3年 9月１日掲載）

時間帯

桃谷野球場 大阪府軟式野球連盟生野支部 生野区軟式野球大会 令和3年11月7日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条5号に該当

桃谷野球場 大阪府軟式野球連盟生野支部 生野区軟式野球大会 令和3年11月21日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条5号に該当

桃谷野球場 大阪府軟式野球連盟生野支部 生野区軟式野球大会 令和3年11月28日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条5号に該当
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優先予約一覧表(令和3年11月分)

（令和3年 9月１日掲載）

時間帯

寺田町野球場 くじら保育園　天王寺園 運動会 令和3年11月6日 (土) 7:00 ～ 15:00 第3条6号に該当

寺田町野球場 大阪府軟式野球連盟天王寺支部 秋季軟式野球大会 令和3年11月7日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条5号に該当

寺田町野球場 大阪府軟式野球連盟天王寺支部 秋季軟式野球大会 令和3年11月14日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条5号に該当

寺田町野球場 大阪府軟式野球連盟天王寺支部 秋季軟式野球大会 令和3年11月21日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条5号に該当

寺田町野球場 大阪府軟式野球連盟天王寺支部 秋季軟式野球大会 令和3年11月28日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条5号に該当
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優先予約一覧表(令和3年11月分)

（令和3年 9月１日掲載）

時間帯

松島野球場
大阪府軟式野球連盟西支部　西区軟式
野球連盟

西区軟式野球連盟　軟式野球大会 令和3年11月7日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第5号に該当

松島野球場
大阪府軟式野球連盟西支部　西区軟式
野球連盟

西区軟式野球連盟　軟式野球大会 令和3年11月14日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第5号に該当

松島野球場
大阪府軟式野球連盟西支部　西区軟式
野球連盟

西区軟式野球連盟　軟式野球大会 令和3年11月21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11月分)

（令和3年 9月１日掲載）

時間帯

小林野球場 大阪府軟式野球連盟大正支部 秋季リーグ戦 令和3年11月7日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第5号に該当

小林野球場 大阪府軟式野球連盟大正支部 秋季リーグ戦 令和3年11月14日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第5号に該当

小林野球場 大正区ソフトボール連盟 体育厚生協会ソフトボール大会 令和3年11月21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11月分)

（令和3年 9月１日掲載）

時間帯

北加賀屋野球場 大阪府軟式野球連盟　西成支部 大阪府春季野球大会予選 令和3年11月7日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第5号に該当

北加賀屋野球場 大阪府軟式野球連盟　住之江支部 大阪府知事杯予選会 令和3年11月14日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第5号に該当

北加賀屋野球場 大阪府軟式野球連盟　浪速支部 知事杯・区民大会 令和3年11月21日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条第5号に該当

北加賀屋野球場 大阪府軟式野球連盟　住之江支部 大阪府知事杯予選会 令和3年11月28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11月分)

（令和3年 9月１日掲載）

時間帯

十三野球場 全国軟式野球PRIDEJAPAN グランドスラム杯　大阪府予選 令和3年11月7日 (日) 9:00 ～ 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11月分)

（令和3年 9月１日掲載）

時間帯

中島野球場 全日本少年硬式野球連盟 ヤングリーグ春季全国大会予選 令和3年11月3日 (水) 7:00 ～ 17:00 第3条 5号に該当

中島野球場 全日本少年硬式野球連盟 ヤングリーグ春季全国大会予選 令和3年11月6日 (土) 7:00 ～ 17:00 第3条 5号に該当

中島野球場
日本リトルシニア中学硬式野球協会関西
連盟

大阪府知事杯大会 令和3年11月7日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条 5号に該当

中島野球場 全日本少年硬式野球連盟 ヤングリーグ春季全国大会予選 令和3年11月27日 (土) 7:00 ～ 17:00 第3条 5号に該当

中島野球場 全日本少年硬式野球連盟 ヤングリーグ春季全国大会予選 令和3年11月28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11月分)

（令和3年 9月１日掲載）

時間帯

中島第２野球場 全日本少年硬式野球連盟 ヤングリーグ春季全国大会予選 令和3年11月3日 (水) 7:00 ～ 17:00 第3条 5号に該当

中島第２野球場 全日本少年硬式野球連盟 ヤングリーグ春季全国大会予選 令和3年11月6日 (土) 7:00 ～ 17:00 第3条 5号に該当

中島第２野球場 全日本少年硬式野球連盟 ヤングリーグ春季全国大会予選 令和3年11月7日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条 5号に該当

中島第２野球場
日本リトルシニア中学硬式野球協会関西
連盟

大阪府知事杯大会 令和3年11月13日 (土) 7:00 ～ 17:00 第3条 5号に該当

中島第２野球場
日本リトルシニア中学硬式野球協会関西
連盟

大阪府知事杯大会 令和3年11月14日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条 5号に該当

中島第２野球場 全日本少年硬式野球連盟 ヤングリーグ春季全国大会予選 令和3年11月28日 (日) 7:00 ～ 17:00 第3条 5号に該当

11/11


