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豊田自動織機シャイニングベガ
VS

ビックカメラ高崎BEE QUEEN

SGホールディングス
ギャラクシースターズ

VS
デンソーブライトペガサス

10:30 13:00

2017年6月4日日

デンソーブライトペガサス
VS

ビックカメラ高崎BEE QUEEN

SGホールディングス
ギャラクシースターズ

VS
豊田自動織機シャイニングベガ

10:30 13:00

第50回 日本女子ソフトボールリーグ1部日本女子ソフトボールリーグ1部日本女子ソフトボールリーグ1部
 第5節京都大会 第5節京都大会
わかさスタジアム京都

一　般／当日：1,400円　前売：1,000円
高校生／当日：1,000円　前売：  600円

入場料 一　般／当日：1,400円　前売：1,000円

※第5節に限り
中学生以下は無料

〈主催〉公益財団法人日本ソフトボール協会、日本女子ソフトボールリーグ機構  
〈主管〉京都府ソフトボール協会、京都市ソフトボール協会  
〈共催〉京都市、公益財団法人京都市体育協会、SGホールディングス株式会社　　
〈後援〉京都府、京都府教育委員会、京都市教育委員会、公益財団法人京都府体育協会、
　　　   京都市体育振興会連合会、NHK京都放送局、KBS京都、京都新聞社、
　　　   スポーツニッポン新聞社

チケット取扱い

･チケットぴあ　･ローソン　･e＋（イープラス）

この印刷物が不要になれば、「雑がみ」として古紙回収へ！

市民スポーツ会館



硬式野球入門教室
硬式野球入門教室

お申込み・お問合せ　一般社団法人京都野球協会
　　TEL：090-4648-9784（担当：森永）
　 　　　　　※ 受付時間 9：00～19：00
　　FAX：075-934-2415
　　詳細：ホームページ http://www.kyoto-bba.jp/

日　時 平成29年8月～12月頃（全10回
※ 日程・場所等は別途発表します。

開催期間 平成29年8月～12月頃（全10回）
※ 日程・場所等は別途発表します。

場　所 伏見桃山城運動公園、横大路運動公園
島津製作所グラウンド、
京都教育大グラウンド等（予定）

場　所 伏見桃山城運動公園、横大路運動公園、
島津製作所グラウンド、
京都教育大グラウンド等（予定）

対　象 京都府内在学の中学３年生（軟式野球経験者）
（保護者見学可）

定　員 50名（先着順）

料　金

受講説明会

5,000円
（球場使用料、スポーツ保険料等含む）

申込方法 ホームページから申込書をダウンロードし、
必要事項を記入の上、FAXにてお申込みください。

申込期間 平成29年6月17日（土）～24日（土）

※必ず保護者の同意を得た上でお申込みください。

日時：平成29年7月2日（日）18：30～
場所：市民スポーツ会館
対象：参加希望選手と保護者

※ 日程や詳細等、最新情報はホームページ上で随時公開していきます。

仲間づくり!仲間づくりづくり
健康づくり! ! ウオーキング!!

京のお金めぐり 「歩育」コカ・コーラ工場
見学ウオーク

行者さんが
歩かれる京の道

お問合せ／NPO法人京都府ウオーキング協会

　  TEL:075-353-6464
　  FAX:075-352-4600

◆距離：12キロ　◆持ち物：弁当
◆解散場所：JR･京都駅 14時30分頃
◆参加費：500円（中学生以下は無料）

JR・京都駅～繁昌神社～御金神社～金
座・銀座跡碑～日本銀行京都支店～岡崎
公園～満足稲荷神社～八坂神社～恵比
寿神社～JR・京都駅

◆ 集合場所：JR･京都線京都駅
　中央口駅前広場（東側）10時

6/11
（日）

コ
ー
ス

◆距離：6キロ
◆解散場所：まちの駅クロスピアくみやま
　（イオンモール久御山）16時30分頃
◆参加費：300円（中学生以下は無料）

ＪＲ・新田駅～コカコーラウエスト京都工場～
イオンモール久御山（解散）～（バス［ＪＲ・
新田駅、京阪・中書島駅方面へ］）

◆集合場所：JR･奈良線新田駅13時

6/17
（土）

コ
ー
ス

※事前予約が必要です。電話又はFAXでお申し込みください。

要予約 ◆ 集合場所：地下鉄国際会館駅9時
◆距離：11キロ/28キロ◆持ち物：弁当
◆解散場所：11キロ：円山公園 14時、
　 　　　　　28キロ：地下鉄・今出川駅16時
◆参加費：500円（中学生以下は無料）

地下鉄・国際会館駅～宝が池公園～赤山禅院
～吉田神社～白川行者橋～八坂神社～円山
公園（11㌔ゴール）～八坂庚申堂～清水寺～
六波羅密寺～五条天神宮～祇園御供社～神
泉苑～北野天満宮～上御霊神社～下鴨神社～
河合神社～地下鉄・今出川駅

6/18
（日）

コ
ー
ス

日　　程 場　　所

【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】【第16回京都市民総合体育大会　ペタンク競技の部】
平成29年7月9日（日）平成29年7月9日（日） 京都御苑　富小路グラウンド京都御苑　富小路グラウンド

受付時間 8：15～8：408：15～8：40

申込期間 平成29年5月23日（火）～平成29年6月20日（火）平成29年5月23日（火）～平成29年6月20日（火）
申込必要事項 氏名、性別、年齢、生年月日、

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

申込方法 郵送又はFAX郵送又はFAX
参加料 1,000円／人（高校生以下500円／人）1,000円／人（高校生以下500円／人） ダブルス128チームダブルス128チーム

競技開始時間 9：009：00 参加対象

定　　員

京都市在住・在勤・在学の10歳以上京都市在住・在勤・在学の10歳以上

〒610-1123 京都市西京区大原野上里南ノ町349-1
　　　TEL／FAX：075－332－4560
　　　携帯：090-2015-1903（髙岸）

お申込み・お問合せ
京都市ペタンク・ブール連盟



50ｍプール コース専用利用受付中!

夏期（7〜9月）スポーツ教室
新規受講生募集!

京都アクアリーナからのお知らせ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナ京都アクアリーナからのからのからのからのからのからのからのからのからのからのからのからのからのからのからのからのからのからのからのからのからのからのからのからのからのからのからのからのからのからのからのからのからのからのからのからのからのからのからのからのからのからのからのからのからのからのからのからのからのお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせ
利用期間 : 9月11日（月）まで
時間帯 : 9:45 ～ 20:45の間で1時間単位
人　数 : 1コース  5人～15人以内、
　　　    2コース10人～30人以内
　　　　　　　※プールの入場料を別途お支払いください。

申　込 : お電話（☎075-315-4800）にて

プールやスタジオで、多彩なレッスンを開催します。
初心者の方や運動が苦手な方でもOK！
1回体験が出来る教室もありますので、詳しくはHPをご覧いただく
か、お問い合わせください！

50Mコースを
仲間で独占
できちゃうゾ!

フィンや
パドルの
利用OK!

飛び込み
練習も
できます!

50Mコースを
仲間で独占
できちゃうゾ!

フィンや
パドルの
利用OK!

飛び込み
練習も
できます!

50Mコースを
仲間で独占
できちゃうゾ!

フィンや
パドルの
利用OK!

飛び込み
練習も
できます!

平　　日料金
1コース
1時間 1,540円

土･日･祝

2,050円

曜日や利用人数によってコース数が変わります。詳しくは、お問い合わせください。

お申込み・お問合せ  京都アクアリーナ
  〒615-0846 京都市右京区西京極徳大寺団子田町64番地    ＴＥＬ：075-315-4800（受付時間： 9：00～21：00）
  休館日：火曜日（祝日の場合は翌平日）、12/29～1/3   ※７、８月は無休
  http://www.kyoto-aquarena.com/

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。

京都アクアリーナアクアリーナ京都アクアリーナアクアリーナアクアリーナアクアリーナアクアリーナ京都

・中学生以上：400円　小学生：200円
・レンタルシューズ：100円
　　※ 小学生は保護者同伴でお願いします。

日　　程

10名（先着）※事前予約申込制定　　員

080ｰ6219 7ー791
（休館日除く9時〜21時）

http://www.kyoto-sports.or.jp/do_sports/bouldering/
空き状況は、ホームページからご確認いただけます。

お申込み・お問合せ

料　　金

京都アクアリーナでは、ボルダリング未経験者の方を対象に、
初心者講習会（約90分）を開催しています。
皆様のお申し込みを、お待ちしています！

京都アクアリーナでは、ボルダリング未経験者の方を対象に、
初心者講習会（約90分）を開催しています。
皆様のお申し込みを、お待ちしています！

講習会（6月）参加者募集!講習会（6月）参加者募集!

京都

講習会（6月）参加者募集!講習会（6月）参加者募集!講習会（6月）参加者募集!講習会（6月）参加者募集!講習会（6月）参加者募集!講習会（6月）参加者募集!

アクアリーナアクアリーナ

ボ ル ダ リ ング

10日（土）
17日（土）
23日（金）
29日（木）

13時〜 15時〜 17時〜 19時〜
① ②
③
ー ー
ー ー

ー ー
ー ー④
⑤ ⑥
⑦ ⑧

10日（土） ① ② ー ー

23日（金） ー ー ⑤ ⑥



競技場

全国高等学校総合体育大会〈バスケットボール競技〉 京都府予選男女決勝 （京都府バスケットボール協会）

　　　   第50回日本女子ソフトボールリーグ１部 第5節京都大会  （日本女子ソフトボールリーグ機構）

第70回京都府高等学校陸上競技対校選手権大会〈京都 Ｉ．Ｈ〉（京都府高体連陸上競技専門部）

第57回南区民バレーボール大会 （南区体育振興会連合会）

第46回日本選手権関西大会 （京都リトルシニア野球協会）

平成29年度全国高等学校総合体育大会(サッカー競技)京都府予選
兼 第70回近畿高等学校サッカー選手権大会 京都府予選（京都府サッカー協会）

2017プレナスチャレンジリーグWEST 第9節
バニーズ京都SC ＶＳ 静岡産業大学磐田ボニータ （京都府サッカー協会）

第43回西京地区私立幼稚園PTAバレーボール大会 （京都府私立幼稚園PTA連合会）

　　　   2017明治安田生命J2リーグ　第18節　京都サンガF.C.  VS  ＦＣ町田ゼルビア
第2回京都市中学校研修記録会 （京都陸上競技協会）

第70回全国高等学校総合体育大会近畿地区予選会〈近畿 Ｉ．Ｈ〉　（京都陸上競技協会）※18日は17：00まで

京都市私立幼稚園下京・南地区PTA連合会バレーボール大会  （京都市私立幼稚園下京・南地区PTA連合会）

第25回全京都大学野球トーナメント大会〈ファーストステージ〉 （京都市・全京都大学野球トーナメント大会実行委員会）
　　　 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）

京都府クラブバスケットボール全日本選抜選手権大会 （京都府バスケットボール協会）

第72回国民体育大会 卓球競技 京都府予選（少年・成年の部）（京都卓球協会）

全日本6・9人制バレーボールクラブカップ男子･女子選手権大会 京都府予選会 （京都府バレーボール協会）

第63回中京区民バレーボール大会 （中京区体育振興会連合会）

　　　 第24回大学野球関西オールスター ５リーグ対抗戦　（関西学生野球連盟）

第49回全日本大学駅伝対校選手権大会 関西学連出場大学選考会 （関西学生陸上競技連盟）

『日清食品カップ』第33回全国小学生陸上競技交流会 京都府予選会 （京都陸上競技協会）

第37回全日本バレーボール小学生大会 京都府大会 （京都府バレーボール協会）

　　　   第97回天皇杯全日本サッカー選手権大会 ２回戦
　　　   京都サンガF.C. VS アスルクラロ沼津

京都府小学生タグラグビー選手権大会 （京都府ラグビーフットボール協会）
　　　   2017明治安田生命J2リーグ　第20節　京都サンガF.C.  VS  ツエーゲン金沢

ハンナリーズアリーナ

わかさスタジアム京都

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１

〒615-0864　京都府京都市右京区西京極新明町29

〒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

日

日

日

時間

時間

時間

内容

内容

内容

3日（土）

3日（土）～4日（日）

2日（金）～4日（日）

4日（日）

10日（土）

4日（日）

24日（土）

15日（木）～18日（日）

8日（木）

9日（金）

17日（土）～19日（月）

２３日（金）～２５日（日）

10日（土）

11日（日）

20日（火）～21日（水）

10日（土）

24日（土）

11日（日）

25日（日）

18日（日）

17日（土）～18日（日）

21日（水）

25日（日）

12：00～17：00

10：30プレイボール

7：00～17：00

9：00～17：00

7：00～17：00

18:00キックオフ

14：00キックオフ

10：00～17：00

8：00～17：00
9：00～17：00

9：00～21：00

18:30プレイボール

15：00キックオフ
7：00～17：00

7:00～21:00

9：00～21：00

9：00～21：00

9：00～21：00

8：00～17：00

8：30～21：00

17：30～21：00

9：00～21：00

19：00キックオフ

18：00キックオフ
9：00～17：00

補

補

補

補主

主

主

主
補

主

有料

有料

有料

有料

有料

主
補

主

主

主

主

有料

  5日（月）、6日（火）、12日（月）、
19日（月）～２３日（金）、26日（月）～30日（金）

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

2日(金)、14日(水)～16日（金）、
21日(水)、22日(木)

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

大会情報2017年 6月

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

6 月
休講日

卓 球
スタジオ

卓球スタジオ ダッシュ
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

卓球スタジオ ダッダッダ シュ
卓球スタジオ ダッシュ

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
卓球スタジオ ダッシュ

補
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横大路学区民球技大会 【卓球・ソフトバレー】 （横大路体育振興会）

全国中学生弓道大会 京都府予選会 （京都府弓道連盟）

第29回知事杯争奪京都府アマチュア相撲選手権大会（京都府相撲連盟）

全国高等学校総合体育大会 個人２次予選会 （京都府高体連弓道専門部）

第31回わんぱく相撲京都大会 （京都青年会議所）

全国高等学校総合体育大会 団体２次予選会 （京都府高体連弓道専門部）

3日（土）

11日（日）

4日（日）

18日（日）

11日（日）

13：00～17：00

9：00～17：00

9：00～17：00

9：00～17：00

9:00～17:00

　　　 関西学生アメリカンフットボールリーグ （関西学生アメリカンフットボール連盟）
　　　　10：30～　大阪電気通信大学　VS　佛教大学
　　　　12：30～　京都工芸繊維大学　VS　兵庫県立大学

全国高等学校総合体育大会 京都府予選会 （京都市剣道協会）

第66回全国高等学校総合体育大会　柔道競技＜個人試合＞京都府予選（京都府高体連柔道専門部）

第29回日整全国少年柔道京都大会 ・ 第5回形競技会（京都府柔整師会柔道連盟）

第62回場内親善卓球大会 （京都市中央卸売市場体育連盟）

第13回合気道京都国際講習会 （合気道京都）

全国高等学校総合体育大会ハンドボール競技 京都府予選 （京都府ハンドボール協会）

第31回わんぱく相撲京都大会 （京都青年会議所）

第72回国民体育大会〈剣道競技〉 京都府予選会 （京都市剣道協会）

第72回国民体育大会 なぎなた競技会 京都府選手予選会 （京都なぎなた連盟）

第66回全国高等学校総合体育大会　柔道競技＜団体試合＞京都府予選（京都府高体連柔道専門部）

第44回京都府居合道大会 兼 第52回全日本居合道大会予選会（京都市剣道協会）

関西女子サッカーリーグ （京都府サッカー協会）

社会人バスケットボールリーグ （京都府バスケットボール協会）

第8回細川杯グラウンド・ゴルフ指導者研修大会 （京都府グラウンド・ゴルフ協会）

社会人バスケットボールリーグ （京都府バスケットボール協会）

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

納所学区民男女バレーボール大会 （納所体育振興会）

第4回全国高等学校7人制ラグビーフットボール大会京都府予選（京都府ラグビーフットボール協会）
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2017 プリンスリーグ関西 （京都府サッカー協会）

宝が池公園球技場

横大路体育館

京都市武道センター

〒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
…主競技場　　…補助競技場

日

日

日 時間

時間

時間

内容

内容

内容

3日（土）

3日（土）～4日（日）

3日（土）

4日（日）

7日（水）

9日（金）

10日（土）

11日（日）

10日（土）～11日（日）

18日（日）

25日（日）

4日（日）

17日（土）

18日（日）

11日（日）

18日（日）

25日（日）

8日（木）

24日（土）

17日（土）

24日（土）

25日（日）

10日（土）

25日（日）

11日（日）

17日（土）～18日（日）

24日（土）

8：00～21：00

10：00～17：00

9：00～12：00

8：00～17：00

18：30～20：00
10：00～12：00
14：30～16：30
10：00～12：00

9：00～21：00

9：00～17：00

9：00～17：00

9：00～17：00

ー

9：00～21：00
9：00～17：00

9：00～17：00

9：00～21：00

9:00～17:00

9：00～17：00

9：00～21：00

9：00～17：00

10：00～17：00

9：00～17：00

9：00～17：00

8：00～17：00

8：00～17：00
8：00～17：00
9:00～17:00

補

補

補

主
主

主

第28回京都府少年少女柔道チャンピオン大会 （京都府柔道連盟）

京都梁山泊剣道錬成大会 （京都市剣道協会）

第34回京都市弓道協会長杯 （京都市弓道協会）

主

主

主

主

有料

主
競
技
場･

補
助
競
技
場

※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。



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

2017
6月号
2017
6月号

京都市のスポーツ施設・イベント情報京都市のスポーツ施設・イベント情報 Vol.141Vol.141

QZd([QZd([

※予備日：5日（月）

2017年6月3日土

豊田自動織機シャイニングベガ
VS

ビックカメラ高崎BEE QUEEN

SGホールディングス
ギャラクシースターズ

VS
デンソーブライトペガサス

10:30 13:00

2017年6月4日日

デンソーブライトペガサス
VS

ビックカメラ高崎BEE QUEEN

SGホールディングス
ギャラクシースターズ

VS
豊田自動織機シャイニングベガ

10:30 13:00

第50回 日本女子ソフトボールリーグ1部日本女子ソフトボールリーグ1部
 第5節京都大会 第5節京都大会
わかさスタジアム京都

一　般／当日：1,400円　前売：1,000円
高校生／当日：1,000円　前売：  600円

入場料

※第5節に限り
中学生以下は無料

〈主催〉公益財団法人日本ソフトボール協会、日本女子ソフトボールリーグ機構  
〈主管〉京都府ソフトボール協会、京都市ソフトボール協会  
〈共催〉京都市、公益財団法人京都市体育協会、SGホールディングス株式会社　　
〈後援〉京都府、京都府教育委員会、京都市教育委員会、公益財団法人京都府体育協会、
　　　   京都市体育振興会連合会、NHK京都放送局、KBS京都、京都新聞社、
　　　   スポーツニッポン新聞社

チケット取扱い

･チケットぴあ　･ローソン　･e＋（イープラス）

（公財）京都市体育協会賛助会員担当  

TEL:075-315-4561
http://www.kyoto-sports.or.jp/support_sports/membership/

法人･団体／1口10,000円から　個人／1口5,000円から

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。

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

賛 助 会 員 募 集 中
お申込み・詳細

会　　費
公益財団法人京都市体育協会公益財団法人京都市体育協会

ミズノスクール 6月のピックアップ!!

呼吸法を意識して、ゆるやかな気持ちのいい体
操です。ゆったりと楽しく姿勢を整えましょう☆

基本動作や身体の動かし方など、音楽に合わせ
て基本から練習します。
初めての方でも安心してご参加いただけます☆

基本を一通りマスターした小中学生を対象に、
更なるレベルアップを目指します！

6月7日、14日、21日
水曜日　11：00～12：00
6月7日、14日、21日
水曜日　11：00～12：00

お申込み･お問合せ：
市民スポーツ会館 075-315-3741

お申込み･お問合せ：
宝が池公園運動施設 075−712−3300

お申込み･お問合せ：
横大路運動公園  TEL：075-611-9796

楽しく
ストレッチ体操
楽しく
ストレッチ体操

フラダンス
教室
フラダンス
教室

ジュニア
ソフトテニス教室
ジュニア
ソフトテニス教室

日時

ハンナリーズアリーナ
２階スタジオダッシュ
ハンナリーズアリーナ
２階スタジオダッシュ

場所

25名（先着）25名（先着）定員

体験料500円 
（初めての方1回限り）
月謝制2,160円
（月3回）

体験料500円 
（初めての方1回限り）
月謝制2,160円
（月3回）

料金

6月2日、9日、16日
金曜日 13：15～14：15
6月2日、9日、16日
金曜日 13：15～14：15

日時

宝が池公園運動施設
クラブハウス２階
多目的スタジオ

宝が池公園運動施設
クラブハウス２階
多目的スタジオ

場所

9名（先着）9名（先着）定員

体験料500円 
（初めての方1回限り）
月謝制3,240円
（月3回）

体験料500円 
（初めての方1回限り）
月謝制3,240円
（月3回）

料金

6月7日、14日、21日
水曜日　19：00～21：00
6月7日、14日、21日
水曜日　19：00～21：00

日時

横大路運動公園 体育館横大路運動公園 体育館場所

小学４年生～中学生小学４年生～中学生対象

24名（先着）24名（先着）定員

無料体験あり
（初めての方1回限り）
月謝制3,590円
（月3回）

無料体験あり
（初めての方1回限り）
月謝制3,590円
（月3回）

料金

500円
体験あり

500円
体験あり

無 料
体験あり


