
開催場所：
西京極総合運動公園内 各施設

京都サンガF.C.
明治安田生命Ｊ２リーグ
京都サンガF.C.
明治安田生命Ｊ２リーグ

※いずれの試合も観戦チケットは有料です。別途販売店等でお買い求めください。

４月15日（土）18:00ティップオフ
４月16日（日）15:00ティップオフ
  開催場所：ハンナリーズアリーナ

京都ハンナリーズ公式サイト http://hannaryz.jp/©KyotoHannaryz/B-league

京都ハンナリーズ VS 滋賀レイクスターズ京都ハンナリーズ VS 滋賀レイクスターズ

開催場所：陸上競技場兼球技場

４月15日（土）15:00キックオフ
京都サンガF.C. VS 愛媛FC京都サンガF.C. VS 愛媛FC

４月22日（土）15:00キックオフ
京都サンガF.C. VS 松本山雅FC京都サンガF.C. VS 松本山雅FC

京都サンガF.C.公式サイト http://www.sanga-fc.jp/

４月18日（火）18:30プレイボール
４月19日（水）18:30プレイボール
  開催場所：わかさスタジアム京都

京都フローラ  VS  兵庫ディオーネ京都フローラ  VS  兵庫ディオーネ

京都フローラ公式サイト http://www.kyoto-flora.com/

©KYOTO.P.S.

©Japan Women's Baseball League

京都フローラ京都フローラ

京都のプロスポーツを 西京極総合運動公園内 各施設

京都ハンナリーズ京都ハンナリーズ京都ハンナリーズ京都ハンナリーズ京都ハンナリーズ京都ハンナリーズ京都ハンナリーズ京都ハンナリーズ京都ハンナリーズ京都ハンナリーズ京都ハンナリーズ京都ハンナリーズ京都ハンナリーズ京都ハンナリーズ京都ハンナリーズ京都ハンナリーズ VS  VS  VS  VS  VS  VS  VS  VS 滋賀レイクスターズ滋賀レイクスターズ滋賀レイクスターズ滋賀レイクスターズ滋賀レイクスターズ滋賀レイクスターズ滋賀レイクスターズ滋賀レイクスターズ滋賀レイクスターズ滋賀レイクスターズ滋賀レイクスターズ滋賀レイクスターズ滋賀レイクスターズ滋賀レイクスターズ

京都のプロスポーツを京都のプロスポーツを京都のプロスポーツを京都のプロスポーツを京都のプロスポーツを京都のプロスポーツを京都のプロスポーツを京都のプロスポーツを京都のプロスポーツを京都のプロスポーツを京都のプロスポーツを
みんなで応援しよう!

この印刷物が不要になれば、
「雑がみ」として古紙回収へ！

公益財団法人 

京都市体育協会
〒615-0864　京都市右京区西京極新明町32番地　市民スポーツ会館内
E-mail：dash@kyoto-sports.or.jp
URL：http://www.kyoto-sports.or.jp/

市民スポーツ会館
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京都市のスポーツ施設・イベント情報



お問合せ・お申込み　市民スポーツ会館　TEL：075-315-3741

公益財団法人京都市体育協会
京都市体育協会では京都のスポーツを将来にわたって応援していただける団体・法人、個人の
みなさまを賛助会員として募集しています。みなさまからご寄附いただいた賛助会員の年会費
は、京都のスポーツの普及・振興を目的とした事業に使用させていただきます。

（公財）京都市体育協会賛助会員担当  

TEL:075-315-4561
ホームページからもお申込みいただけます。 

お
申
込
み
、
詳
細

法人･団体／1口10,000円から　個人／1口5,000円から賛 助 会 員 募 集 中 5,000円から
会 

費

http://www.kyoto-sports.or.jp/support_sports/membership/

※大会情報はやむなく変更される場合が
　ありますので、予めご了承ください。

問い合わせ先　TEL：075-712-3300

ミズノスクール

　

　

競技場

競技場

1日（土）
9:00-17:00

15日（土）
9:00-17:00

2日（日）
9:00-17:00

16日（日）
14:00キックオフ

7日（金）
19:00キックオフ

19日（水）
13:00-21:00

8日（土）
7:00-17:00

22日（土）
15:00キックオフ

9日（日）～10日（月） 
9:00-17:00

23日（日）
7:00-17:00

15日（土）
15:00キックオフ

30日（日）
9:00-17:00

29日（土･祝）
7:00-17:00

京都FAカップ2017第22回京都サッカー選手権 決勝大会　
準決勝（京都府サッカー協会）

高円宮杯U-18サッカーリーグ京都2017トップリーグ
（京都府サッカー協会）

第52回京都フットボールリーグ2017（京都府サッカー協会）

2017プレナスチャレンジリーグWEST第1節
バニーズ京都SC VS NGUラブリッジ名古屋

京都FAカップ2017第22回京都サッカー選手権 決勝大会　
決勝（京都府サッカー協会）

　　　　第95回関西学生サッカーリーグ（京都府サッカー協会）

第1回京都陸協記録会（京都陸上競技協会）

　　　　2017明治安田生命J2リーグ　第9節
　　　　京都サンガF.C.  VS  松本山雅ＦＣ

　　　　2017明治安田生命J2リーグ　第8節
　　　　京都サンガF.C.  VS  愛媛FC 　　　　第95回関西学生サッカーリーグ（京都府サッカー協会）

京都市中学校春季総合体育大会　開会式第81回京都学生陸上競技対抗選手権大会（関西学生陸上競技連盟）

第2回京都陸協記録会（京都陸上競技協会）

主

補

補

補

補

補

主

主

主

主

主

主

主

主 主

主

一般開放日補 7:00～21:00　利用料金／一般（高校生以上）200円　中学生以下100円

有料

有料

有料

有料

姿勢改善を行い、日常から
良い姿勢で歩きましょう！
場所：市民スポーツ会館
日時：木曜日 9：45～11：00
料金：2,160円／月３回
     （体験：500円）

～どんどん上達！みんなで楽しく！～500円体験募集中！
場所：ハンナリーズアリーナ（京都市体育館）
日時：火曜日（U-６）17:15～18:15
　　　　    （U-９）17:15～18:30
　　　　    （U-12）17:15～18:45
　　  木曜日（U-９）17:15～18:30
　　  金曜日（U-６）17:15～18:15
　　　　　 （U-12）17:15～18:45
料金：3,240円/月3回
入会金：5,400円（スクールシャツ、保険料）

場所：宝が池公園テニスコート２F多目的室
日時：4月　月曜 10日・17日・24日
　　　　　 金曜 14日・21日・28日
　月曜　10:00～11:15/11:30～12:45
　金曜　10:00～11:15
料金：月謝制　月3回2,160円　
　　　※開催日数によって変動
　　  体験料　500円（1回のみ）
定員：18名

3日(月)～6日(木）、11日(火）～14日（金）、18日(火）、
19日(水)、21日（金)、24日(月)～28日(金)

日時 内容

ウォーク＆ストレッチ教室 フットサルスクール 宝が池　ヨガ教室

※運動できる服装でお越しください　※タオル・飲料水をご持参ください
※申込人数が少ない場合は、教室を中止することがあります※教室開始15分
以降の途中参加は安全管理上ご遠慮願います
※欠席されましても、受講料の割引等はございませんのでご了承ください

１８時３０分～２０時４５分西院公園テニスコート
４，０００円

小学生／初級の部、中級の部
大人（中学生以上）／初級の部、中級の部

４月１４日（金）～５月５日（金・祝）各２０名
ソフトテニスラケット
テニスシューズ

時間場所

定員

募集
コース

募集
期間料金

持ち物

５月１２日、１９日、２６日、６月２日、９日、１６日、２３日日程

スポーツ教室参加者募集!!
ソフトテニス教室（春季）全7回

金曜

※運動できる服装でお越しください
※タオル・飲料水をご持参ください
※申込人数が少ない場合は、教室を中止することがあります
※教室開始15分以降の途中参加は安全管理上ご遠慮願います

〈室内学習〉１３：００～１６：００
〈実技学習〉  ９：００～１７：００

京都テルサ 東館３階

月2回3,000円16歳以上
平成29年4月1日（土）
～平成29年5月13日（土）

昼食

時間場所

定員対象

募集
期間

料金 持ち物

平成２９年５月１３日～平成３０年３月１８日
毎月２回実施（１回目室内学習、２回目実技）

日程

京都府山岳連盟登山学校
登山技術や知識について学び、登山体験ができます！

80名

月曜日～金曜日まで、陸上競技場兼球技場のスタジオで行っております。

お問合せ／TEL:075-315-4583お問合せ／TEL:075-315-4583お問合せ／TEL:075-315-4583
開館時間／（月・火）10：00～18：00 （水・金）10：00～21：00 （木）10：00～20：00

卓 球
スタジオ

4月休講日：7日（金）、10日（月）、19日（水）、28日（金）

日時 内容

西京極総合運動公園 陸上競技場兼球技場
〒615-0864　京都府京都市右京区西京極新明町29

陸上競技場兼球技場　　　補助競技場主 補

お申込み・お問合せ
　京都府山岳連盟

TEL：090-2355-2551  FAX:075-692-3490
Eメール：info@kyoto-gakuren.jpお申込み・お問合せ　西院公園　TEL.075-311-2042

途中受講可能です。初めての方もお気軽にご参加ください。



　　　

1日（土）
9:00-17:00

9日（日）
9:00-17:00

22日（土）
9:00-17:00

8日（土）
9:00-17:00

2日（日）
9:00-17:00

15日（土）
9:00-17:00
16日（日）
9:00-17:00

23日（日）
9:00-17:00
29日（土・祝）
8:00-17:00
30日（日）
9:00-17:00

9日（日）
9：00-21：00

29日（土･祝）
9：00-21：00
30日（日）
9：00-21：00

23日（日）
9：00-17：00

15日（土）～16日（日）
22日（土）
9：00-21：00

前期・後期団体リーグ戦（新日本スポーツ連盟京都バドミントン競技会）

前期・後期団体リーグ戦（新日本スポーツ連盟京都バドミントン競技会）

社会人バスケットボールリーグ（京都バスケットボール協会）

社会人バスケットボールリーグ（京都バスケットボール協会）

6人制バレーボールクラブ男女選手権大会（京都府バレーボール協会）

高円宮杯U-18サッカーリーグ京都２０１７トップリーグ
（京都府サッカー協会）

ラグビーフェスタ（京都府ラグビーフットボール協会）

高円宮杯U-18サッカーリーグ京都２０１７トップリーグ
（京都府サッカー協会）

2017年度ラクロス春季交流戦（日本ラクロス協会）

関西サンライズリーグ（京都府サッカー協会）

第52回京都フットボールリーグ2017（京都府サッカー協会）

高円宮杯U-18サッカーリーグ京都２０１７トップリーグ
（京都府サッカー協会）

高円宮杯U-18サッカーリーグ京都2017トップリーグ
（京都府サッカー協会）
セレマカップ第50回京都少年サッカー選手権大会
U-12京都府・地区リーグ（京都府サッカー協会）

2日（日）
9:00-17:00

9日（日）
9:00-17:00

9日（日）
9:00-17:00

15日（土）
9:00-17:00

15日（土）
9:00-17:00

8日（土）
9:00-17:00
16日（日）
9：00-17：00
30日（日）
9：00-17：00

16日（日）
9:00-12:00
16日（日）
13:00-17:00
28日（金）
9:00-17:00
29日（土・祝）
9:00-17:00

16日（日）
9:00-17:00
23日（日）
9:00-17:00
29日（土・祝） 
9:00-17:00

平成２９年度近畿柔道高段者大会及び四段特別試合
（京都市柔道連盟）

陰陽流拳法空手術道武道大会（京都市空手道連盟）

第1回京都女性剣道大会（京都市剣道協会）

女性フェスティバル春のなぎなた大会（京都なぎなた連盟）

国体選考会（京都市柔道連盟）

国体少年の部記録会（京都府高体連弓道専門部）

第16回京都市民総合体育大会（京都市弓道協会）

春季高等学校弓道大会（京都府高体連弓道専門部）

第9回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会（京都市剣道協会）

第17回京都府高齢者剣道大会兼全国健康福祉祭選手選考会
（京都市剣道協会）

管内矯正職員柔道大会（京都市柔道連盟）

創立122周年記念第55回全国武徳祭
（一般社団法人大日本武徳会）

同志館道場交流大会2017（京都市空手道連盟）

第20回少年少女太道錬成大会（日本太道連盟奥旨塾）

創立122周年記念第55回全国武徳祭
（一般社団法人大日本武徳会）

日時

日時

日時

内容

内容

内容

◆ 主競技場・補助競技場

◆ 旧武徳殿

◆ 弓道場

競技場
主

主

主

補

補

補

補

主

主

主

主

関西サンライズリーグ（京都府サッカー協会）

右京区ソフトバレーボール親睦会　春の交流大会
（右京区ソフトバレーボール親睦会）
KYOTO JUNIOR BADMINTON FESTIVAL'17
第17回ジュニア交流大会（京都府バドミントン協会）

平成２９年京都市バレーボール協会 ソフトバレーボール交流大会
兼第30回全国健康福祉祭あきた大会京都市予選会（京都市バレーボール協会）
第16回京都市民総合体育大会　第29回京都市空手道選手権大会
（京都市空手道連盟）

2日（日）
8:00-17:00

23日（日）
8:00-21:00
29日（土・祝）～30日（日） 
8:00-21:00

9日（日）
9:00-21:00
15日（土）
18:00ティップオフ
16日（日）
15:00ティップオフ
22日（土）
8:00-17:00

日時

日時

日時

内容

内容

内容

　　　B1リーグ　京都ハンナリーズ　VS　滋賀レイクスターズ

　　　　平成29年度関西学生野球連盟　春季リーグ戦　開幕節
　　　　（関西学生野球連盟）
平成29年度京滋大学野球連盟　春季リーグ戦　
（京滋大学野球連盟）
　　　　関西六大学野球連盟　春季リーグ戦  第3節
　　　　（関西六大学野球連盟）
　　　  日本女子プロ野球リーグ 2017ヴィクトリアシリーズ
　　　　京都フローラ VS 兵庫ディオーネ（日本女子プロ野球機構）

関西六大学準硬式野球　春季リーグ戦（関西六大学準硬式野球連盟）

京都500歳野球第30回大会（京都500歳野球連盟）

　　　　第68回JABA京都大会（京都府野球連盟）

主競技場　　　補助競技場主 補

1日（土）～3日（月） 
8:00-21:00
8日（土）～10日（月） 
8:00-21:00
１５日（土）～１６日（日） 
8:00-17:00
18日（火）～19日（水） 
18：30プレイボール
20日（木）～21日（金）
8:00-17:00
22日（土）
9:00-17:00
27日（木）～30日（日） 
7:00-17:00

日時 内容

有料

有料

有料

有料

有料剣道六・七・八段審査会（京都市剣道協会）

※大会情報はやむなく変更される場合がありますので、予めご了承ください。

ハンナリーズアリーナ

宝が池公園球技場

横大路体育館

京都市武道センター

わかさスタジアム京都〒615-0864
京都府京都市右京区西京極新明町１

〒606-0923
　京都府京都市左京区松ヶ崎東池ノ内町

〒612-8263
　京都府京都市伏見区横大路下ノ坪１

〒606-8323
　京都府京都市左京区聖護院円頓美町46-2

〒615-0864
京都府京都市右京区西京極新明町29



京都駅から市バス73系統
地下鉄東西線「太秦天神川」駅から市バス80系統
地下鉄烏丸線「四条」駅から市バス32系統
京阪「祇園四条」駅から市バス80系統

地下鉄「四条」駅下車、阪急電鉄「烏丸」駅乗換
→「西京極」駅下車すぐ

→「西京極運動公園前」下車すぐ
地下鉄東西線「太秦天神川」駅から市バス84系統
地下鉄東西線「西大路御池」駅から市バス特27系統
京都駅八条口から市バス84系統

→「西京極駅前」下車すぐ

京都駅から市バス73系統
地下鉄東西線「太秦天神川」駅から市バス80系統
地下鉄烏丸線「四条」駅から市バス32系統
京阪「祇園四条」駅から市バス80系統

地下鉄「四条」駅下車、阪急電鉄「烏丸」駅乗換
→「西京極」駅下車すぐ

→「西京極運動公園前」下車すぐ
地下鉄東西線「太秦天神川」駅から市バス84系統
地下鉄東西線「西大路御池」駅から市バス特27系統
京都駅八条口から市バス84系統

→「西京極駅前」下車すぐ

健康づくり健康づくり ウ オ ー キ ン グ !!仲間づくり仲間づくり お問合せ／NPO法人京都府ウオーキング協会 
　　　　　　　　　　　　☎075-353-6464

京都の三大奇祭観賞ウオーク
やすらい祭

京都の三大奇祭観賞ウオーク
やすらい祭

第3回 ＫＢＣウオーク（歩く日）京都大会
「西山のみちウオーク」
第3回 ＫＢＣウオーク（歩く日）京都大会
「西山のみちウオーク」

◆集合場所／JR･京都線 京都駅中央口駅前広場（東側）10時
◆距離／11キロ　◆持ち物／弁当  
◆解散場所／地下鉄・北大路駅14時30分頃
◆参加費／300円（中学生以下は無料）

◆集合場所／【20ｋｍ自由歩行】嵐山中之島公園8時45分【10ｋｍ自由歩行】嵐山中之島公園9時15分
　　　　　　【5ｋｍ団体歩行】イオンモール京都桂川（ＪＲ・京都線　桂川駅より徒歩3分）10時15分　
◆距離／20・10・5キロ　◆持ち物／弁当　◆参加費／500円（中学生以下は無料）　
◆解散場所／イオンモール京都桂川 12時～14時30分雨天決行 雨天決行

4月
9日（日）

4月
16日（日）

ソフトテニス競技 剣道競技
平成29年５月14日（日） 平成29年５月14日（日）
西院公園テニスコート 京都市武道センター
8：00 8：309：00 9：00

登録会員 1人1,300円  一般 1人1,700円 個人戦 1名1,000円（非会員2,000円）
団体戦 1チーム3,000円（非会員6,000円）

一般・成年、 B級・C級（すべて男女）
シニア（40代、50代、60代、70代、80歳以上）

〈個人戦〉男子三段以下、男子四段以上、
　　　　  男子六段以上50歳以上、女子
〈団体戦3人制〉男子、女子

なし なし

京都市在住・在勤・在学の方、又は
京都市ソフトテニス連盟会員の方 京都市在住・在勤の18歳以上の

社会人で初段以上の方

平成29年4月20日（木）～5月4日（木･祝）
平成29年3月15日（水）～4月14日（金）

Eメール
TEL又は申込者へ直接

氏名、性別、年齢、住所、電話番号 氏名、性別、生年月日、住所、
電話番号、段位

日程 日程

内容 内容

定員 定員

場所 場所

集合時間 集合時間

参加対象 参加対象

申込期間
申込期間

申込方法
申込方法

申込時必要事項 申込時必要事項

参加料 参加料

競技開始時間 競技開始時間

テニス競技
（兼第27回京都市長杯テニストーナメント）

平成29年 4月29日、30日、
５月３日、４日、５日、７日
東山テニスクラブ 9:00

シングルス5,000円／人、
ダブルス5,000円／組

【一般の部】男子A・B・Cクラス（各シングルス・ダブルス）
　　　　　  女子A・B・Cクラス（各シングルス・ダブルス）
【年齢別の部】男子35・45・55歳以上（各シングルス・ダブルス）
　　　　　　  女子40歳以上ダブルス
　※Aクラス・・・上級者向け、Bクラス・・・中級者向け、Cクラス・・・初心者向け

京都市在住・在勤・在学の方、又は
京都市テニス協会加盟者

平成29年4月9日（日）17：00まで
詳しくは京都市テニス協会HPをご覧ください
http://kc-ta.com
氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号

日程

内容
場所

参加対象

申込締切日
申込方法

申込時必要事項

参加料

競技開始時間

　　　　　　　 京都市テニス協会
〒602-0914　京都市上京区中立売通室町東入る花立町486-2
　　　　TEL:075-432-8460　FAX:075-432-7042
email:kyttenis@maple.ocn.ne.jp　URL:http://kc-ta.com

　　　　　　　 京都市剣道協会
〒606-8392  京都市左京区聖護院山王町19
　　　　　 　  TEL:075-761-8288

お申込み・お問合せ
お申込み・お問合せ

京都市民総合体育大会 参加者募集!!

なし定員

　　　　　　　京都市ソフトテニス連盟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当：西條）
　E-mail  tckw34052@zeus.eonet.ne.jp
　FAX:075-394-7257     TEL:080-1495-2379

スタジオレンタルのご案内スタジオレンタルのご案内 ダンスやヨガ、トレーニング等にご利用いただけるスタジオを好評貸出中!!
皆様のご利用をお待ちしております☆お気軽にお問合せください♪

スタジオダッシュ!
（15ｍ×９ｍ 135㎡）

場　　所：ハンナリーズアリーナ２階
利用時間：8:00～22：00
利用料金：2,410円／１時間
お問合せ：TEL:075-315-3741
　　　　（市民スポーツ会館窓口）

多目的スタジオ
（12ｍ×６ｍ　72㎡）

場　　所：宝が池公園運動施設
クラブハウス２階
利用時間：8:00～21：00
利用料金：1,020円／１時間
お問合せ：TEL:075-712-3300
　　　（宝が池公園運動施設クラブハウス）

注意事項 ● CDデッキやマット等を使用される場合は、各自でお持ちください。● 床面等を傷つけるような器具の使用は禁止します。

お申込み・お問合せ

zd(!zd(!QQ
2017.4
vol.139

スポーツ団体利用歓迎!!


