
10:30　日立サンディーバ  vs トヨタ自動車レッドテリアーズ
13:00　SGホールディングスギャラクシースターズ  vs  HondaReverta 

10:30　HondaReverta  vs 日立サンディーバ
13:00　SGホールディングスギャラクシースターズ  vs  トヨタ自動車レッドテリアーズ

第５節

京都大会
（わかさスタジアム京都）

6月2日(土）
6月3日(日）

〈総合案内〉市民スポーツ会館
〒615-0864　京都市右京区西京極新明町32番地
TEL：075-313-9131  FAX：075-313-9191
E-mail：dash@kyoto-sports.or.jp
U R L：http://www.kyoto-sports.or.jp/

〈発行・編集〉

この印刷物が不要になれば、
「雑がみ」として古紙回収へ！
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京都市のスポーツ施設・イベント情報



　　

　

　

夏のアーチェリー教室 市民ハンドボール教室

ペタンク競技の部

陸上競技の部（兼 ジュニアオリンピック選考会）

ダンススポーツ競技（兼 第32回京都市ダンススポーツ競技会）

6月24日、7月1日、8日、15日

8月28日(火)、9月6日(木)、11日(火)、
18日(火)、25日(火)、10月2日(火)

オリンピック種目でもある
アーチェリーを気軽に始めることができます！

京都アクアリーナ アーチェリー場
島津アリーナ京都

5,000円
一般4,000円／中高生3,000円

京都府内在住の中学生以上
（中学生は保護者同伴）

中学生以上
※中高生は保護者又は顧問の先生の同意が必要です。

帽子、運動できる服装（弓具一式は貸与します） 室内シューズ

24名（先着）

40名（先着）

10：00～12：00（受付9：45）

18：30 ～ 20：30

日曜日
全４回
※小雨決行

全6回

6月15日（金） 6月1日（金）～7月31日（火）

氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号、利き手
※メールの件名は「アーチェリー教室」と入力してください。

〒住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、生年月日、
電話番号、ＦＡＸ、ハンドボール経験の有無

メール、FAX
※出来る限りメールでお願いします。

電話、メール

日　程

日　程

場　所
場　所

料　金
料　金

定　員

定　員
対　象

対　象

時　間
時　間

申込締切 申込期間

申込必要事項 申込必要事項
申込方法

申込方法持ち物等 持ち物等

5

京都市アーチェリー協会（担当：横山）
Mail：kyotoacaso@gmail.com

Fax：075-922-2316

京都市ハンドボール協会（担当：塩見）
TEL：090-8650-3845

Mail：sa_guts_fc_324@zeus.eonet.ne.jp

お申込み・お問合せ お申込み・お問合せ

第17回京都市民総合体育大会　参加者募集!!

★スポーツ教室 参加者募集★

〒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（担当：髙岸）

〒615-0872　京都市右京区西京極南衣手町57-2 （担当：髙木）
TEL：075-322-5500（平日10:00～16:00）FAX：075-322-5501

〒601-8433　京都市南区西九条東柳ノ内町58-8 わがみ小路2F
FAX：075-320-2841  Mail：kdsf@washi.ne.jp TEL： 090-3729-1038

京都市ペタンク・ブール連盟

京都陸上競技協会

京都府ダンススポーツ連盟 事務局  京都市ダンススポーツ連盟（担当：中村）

お申込み
お問合せ

お申込み
お問合せ

お申込み お問合せ

8月26日（日）

7月8日（日）

7月22日（日）

西京極総合運動公園 陸上競技場兼球技場

京都御苑 富小路グラウンド

横大路運動公園 体育館

8:00

8:00

8:00

9:30～17:00

9:00～17:00

9:00～14:00

京都市内在住か、在勤･在学の18歳以上

京都市内在住か、在勤・在学の12歳以上

京都市内在住か、在勤・在学の13歳以上

500円／人

1,250円／人（高校生以下700円／人）

無料

一般男子（18～34歳）、成年男子（35～49歳）
成年女子（18～49歳）、マスターズ男子・女子（50歳以上）

100ｍ、3000ｍ、走幅跳、砲丸投

ダブルス128チーム※未成年２人のチームは不可

ワルツ、タンゴ、チャチャチャ、ルンバ

日　程

日　程

日　程

カテゴリー

種　目

定　員

内　容

場　所

場　所

場　所

集合時間

集合時間

集合時間

競技時間

競技時間

競技時間

参加対象

参加対象

参加対象

申込締切

申込締切

申込締切

申込必要事項
申込方法

申込方法

申込必要事項

申込方法

参加料

参加料

参加料

8月6日（月）

6月17日（日）

7月1日（日）

出場種目、〒住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、
生年月日、電話番号

郵送（82円切手貼付の返信用封筒を同封）

郵送、ＦＡＸ
氏名（ふりがな）、年齢、性別、
生年月日、住所、電話番号、ＦＡＸ

申込書の郵送
※詳細はお問合せ下さい。



第57回全日本登山大会 京都大会 第57回全日本登山大会 京都大会 

お問合せ：京都府山岳連盟 Tel/090-2355-2551   mail/info@kyoto-gakuren.jp  Fax/075-692-3490お問合せ：京都府山岳連盟 Tel/090-2355-2551   mail/info@kyoto-gakuren.jp  Fax/075-692-3490

「全国の山や自然を愛する人達が、古都を取り巻く『京都一周トレイル』
でトレッキングを楽しむなかで、自然と歴史に触れあい、安全登山と
フィールドを守る大切さを体感する。」そんな大会にしたいと思っていま
す。1日目の開会式、講演、シンポジウムと併せてお楽しみください。

※申込みは不要ですが、必ず受付を済ませてください。　
※受付を済ませた方から順次出発して頂きます。コースの要所要所にはスタッフが
　待機し案内をします。
※体調の悪い方、またコース途中で離脱される方は、必ずスタッフに連絡ください。
※参加される皆さんには、保険をお掛けしますが、自己責任でご参加ください。

※申込みは不要ですが、必ず受付を済ませてください。　
※受付を済ませた方から順次出発して頂きます。コースの要所要所にはスタッフが
　待機し案内をします。
※体調の悪い方、またコース途中で離脱される方は、必ずスタッフに連絡ください。
※参加される皆さんには、保険をお掛けしますが、自己責任でご参加ください。

「京都一周トレイル」トレッキング
　　　（申込不要･無料、当日集合場所へ）
「京都一周トレイル」トレッキング
　　　（申込不要･無料、当日集合場所へ）

オープニング 6月
17日
（日）

① 伏見稲荷～清水寺

② 比叡山～大原

③ 苔寺～清滝

約4時間
初心者向

約4時間
初心者向

約4.5時間
初心者向

トレッキングコース 所要時間 集合場所･時間
京阪「伏見稲荷駅」
斜め前公園
8:30～9:30

八瀬比叡山ケーブル
乗り場

8:30～9:30
苔寺正門から
約300m先
8:30～9:30

6月
16日
（土） 場　所:ガレリアかめおか（亀岡市余部町 大駐車場有り）

開会式：13時30分
講　演：辰野 勇氏（株）モンベルCEO
　　　『夢と冒険…今、リーダーに求められる「力」』
シンポジウム:テーマ「やま」、過去･今･未来…
　参加者／辰野 　 勇 氏
　　　　　貫田  宗男 氏（イッテQ登山部顧問）
　　　　　柳沢  大貴 氏（八ヶ岳「赤岳鉱泉小屋」の若手社長）
　　　　　平山  裕示 氏（スポーツクライミングのレジェンド）
　　　　　小林  由佳 氏（スポーツクライミングの女性レジェンド）
抽選会等：スポーツ・登山用品などが当たる抽選会等々
閉　会：17時00分頃

場　所:ガレリアかめおか（亀岡市余部町 大駐車場有り）
開会式：13時30分
講　演：辰野 勇氏（株）モンベルCEO
　　　『夢と冒険…今、リーダーに求められる「力」』
シンポジウム:テーマ「やま」、過去･今･未来…
　参加者／辰野 　 勇 氏
　　　　　貫田  宗男 氏（イッテQ登山部顧問）
　　　　　柳沢  大貴 氏（八ヶ岳「赤岳鉱泉小屋」の若手社長）
　　　　　平山  裕示 氏（スポーツクライミングのレジェンド）
　　　　　小林  由佳 氏（スポーツクライミングの女性レジェンド）
抽選会等：スポーツ・登山用品などが当たる抽選会等々
閉　会：17時00分頃

スポーツ教室・健康教室のご案内
宝が池公園 運動施設 お申込み・お問合せ 075-712-3300

※各教室、体験受講が可能となっています。体験料金や詳細はお問い合わせください。
※各教室の開催日程はお問い合わせください。
※申し込みは先着順となっています。定員に達した教室に関しましては、キャンセル待ちとなります。

横大路運動公園 お申込み・お問合せ 075-611-9796

教室名

フットサル

ス
ポ
ー
ツ
教
室

健
康
教
室

小学１～３年生 16：00～17：00
17：15～18：30
10：00～12：00
13：00～15：00
16：30～17：40
10：05～11：45
8：00～9：30
8：00～9：30

17：00～18：00
13：15～14：15
10：00～11：15
11：30～12：45
13：00～14：00
9：30～10：30
10：45～11：45
15：15～16：15
16：30～17：30
10：00～11：15
11：30～12：45
10：00～11：00

4,320円／月

6,560円／月

4,860円

6,480円／月

6,480円／月

3,240円／月

2,880円／月

2,880円／月

4,320円／月

2,880円／月

4,320円／月

小学４～６年生
初心者・初級

初心者・初中級
小学生

中級以上 （16歳以上）
初中級・中級 （16歳以上）
入門・初級 （16歳以上）

小学生
16歳以上

16歳以上

16歳以上

幼児（4歳以上）
小学１～４年生

16歳以上

16歳以上

月

火

木
金
土
日
月
金

月

水

金

土

卓　　球

テニス

キッズダンス
フラダンス

ヨ　　ガ

簡単エアロ＆ストレッチ
はじめてのピラティス

ピラティス

はらっぱスポーツ　鉄棒

ヨ　　ガ

ストレッチ＆トレーニング

対　象 時　間 料金（月謝制）曜日

教室名

バスケットボール
ハンナリーズスクールス

ポ
ー
ツ
教
室

健
康

教
室

小学１～３年生 18：00～19：20
19：30～20：50
19：30～20：50

19：00～21：00

18：30～20：00

19：00～21：00

14：00～15：30

5,184円／月
入会金 2,700円
※入会金はTシャツ代込み

3,590円／月

3,590円／月

1,050円／回
（日払制）

小学４～６年生

小学４年生～中学生

小学４年生～中学生

小学１年生～中学生

16歳以上

中学生
火

水

木

木

火

ソフトテニス

バレーボール

バドミントン

やさしいヨガ

対　象 時　間 料金（月謝制）曜日





※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。

宝が池公園球技場 〒606-0923　京都府京都市左京区松ヶ崎東池ノ内町

横大路体育館 〒612-8263　京都府京都市伏見区横大路下ノ坪1

京都市武道センター 〒606-8323　京都府京都市左京区聖護院円頓美町46-2

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

…主競技場　　…補助競技場　　…旧武徳殿　　…弓道場　　…相撲場

：主競技場　　：サブプール　　：アーチェリー場

日

日

日

日

時　間

時　間

時　間

時　間

競技場

競技場

大　　会　　内　　容

大　　会　　内　　容

大　　会　　内　　容

大　　会　　内　　容

主 補 弓

2日（土）

3日（日）

6日（水）
9日（土）
10日（日）
17日（日）
23日（土）
24日（日）

30日（土）

2日（土）〜3日（日）
９日（土）
10日（日）
16日（土）
17日（日）
23日（土）
30日（土）

2日（土）〜3日（日）

2日（土）

3日（日）

9日（土）

10日（日）

16日（土）

17日（日）
23日（土）

24日（日）

2日（土）〜3日（日）
3日（日）
9日（土）〜10日（日）

16日（土）〜17日（日）

17日（日）
23日（土）〜24日（日）
30日（土）

9：00〜21：00

9：00〜21：00

8：00〜17：00
8：00〜17：00
9：00〜21：00
8：00〜17：00
9：00〜21：00
8：30〜15：00

9：00〜22：00

9：00〜17：00
9：00〜17：00
9：00〜17：00
13：00〜15：00
9：00〜17：00
9：00〜17：00
9：00〜17：00

9：00〜17：00
13：00〜17：00
13：00〜21：00
9：00〜17：00

9：00〜17：00

10：00〜17：00

12：30〜17：00

9：00〜17：00
9：00〜17：00
9：00〜17：00
9：00〜17：00
9：00〜17：00
9：00〜17：00
9：00〜17：00

9:00〜18:00
9:00〜18:00
9:00〜18:00
9:00〜18:00
9:00〜18:00
9:00〜17:00
9:00〜18:00
9:00〜18:00

京都府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）
平成30年度 全国高等学校総合体育大会　第69回全日本高等学校ハンドボール選手権大会 京都府予選
 兼 第61回近畿高等学校ハンドボール選手権大会 京都府予選 （京都府ハンドボール協会）
第63回場内親善卓球大会 （京都市中央卸売市場体育連盟）
第18回全国障害者スポーツ大会 精神障害者団体競技 〈バレーボール競技〉 近畿ブロック予選 （障害保健福祉推進室）
前期団体リーグ戦 〈みなづき〉 バドミントン大会 （新日本スポーツ連盟バドミントン協議会）
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）
京都府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）
納所学区民男女バレーボール大会 （納所体育振興会）
第23回ジャパンオープントーナメント大会 近畿予選
 兼 第38回全国クラブ選手権大会 ・ 中地区大会 近畿予選 （京都府ハンドボール協会）

京都府私学総合体育大会 ラグビーフットボールの部（京都府高体連ラグビー専門部）
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2018京都 TOPリーグ （京都府サッカー協会）
京都府高等学校ラグビーフットボール選手権大会  （京都府高体連ラグビー専門部）
関西学生アメリカンフットボール 春 オープン戦 （関西学生アメリカンフットボール連盟）
セレマカップ 第51回京都少年サッカー選手権大会　U−12京都府リーグ・U-12地区リーグ （京都府サッカー協会）
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2018京都 TOPリーグ （京都府サッカー協会）
高円宮杯 JFA U−15 サッカーリーグ2018京都 （京都府サッカー協会）

全国高等学校総合体育大会 剣道競技 京都府予選 （京都府剣道連盟）
全国中学生弓道大会 京都府予選会 （京都府弓道連盟）
第30回日整全国少年柔道京都大会 （京都府柔道連盟）
全国高等学校総合体育大会 弓道競技 個人2次予選会  （京都府弓道連盟）
京都市体育振興会連合会会長集会 ニュースポーツ大会 （市民スポーツ振興室）
全国高等学校総合体育大会 相撲競技 京都府予選会 （京都府相撲連盟 )
第30回京都府アマチュア相撲選手権大会 兼 第17回京都市民総合体育大会 （京都府相撲連盟）
第29回京都府少年少女柔道チャンピオン大会
 兼 第15回全国小学生学年別柔道大会 京都府予選会 （京都府柔道連盟）
第67回全国高等学校総合体育大会 柔道競技〈団体〉京都府予選 （京都市柔道連盟）
平成30年度 近畿医科学生親善柔道大会 （京都府柔道連盟）
第32回わんぱく相撲京都大会 （京都青年会議所）
第73回国民体育大会 なぎなた競技 京都府選手選考会 （京都なぎなた連盟）
第73回国民体育大会 剣道競技 京都府選手選考会 （京都府剣道連盟）
第53回全日本居合道大会 予選会 （京都府剣道連盟）
第35回京都市弓道協会長杯 （京都市弓道協会）

京都選手権水泳競技大会　水球  （京都水泳協会）
京都ＳＣ　Ａ級チャレンジ大会 （日本SC協会近畿支部）
京都選手権水泳競技大会　兼　第73回国民体育大会 京都府代表選手選考会 （京都水泳協会）
関西ジュニア選手権水球競技大会 （京都水泳協会）
第17回関西学生夏季公認記録会 （日本水泳連盟 学生委員会関西支部）
第28回京都市長杯アーチェリー競技大会　兼　第17回京都市民総合体育大会 アーチェリー競技 （京都市アーチェリー協会）
第86回京都府高等学校選手権水泳競技大会　兼　近畿高等学校選手権水泳競技大会京都府予選会（京都水泳協会）
第69回関西国公立大学選手権水泳競技大会 （日本水泳連盟 学生委員会関西支部）
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ダッシュ!
京都市のスポーツ施設・イベント情報

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

至 亀岡

嵐山

桂

田中セツ子
京都結婚塾

TEL：075-681-7575
http://www.tanakasetsuko.com

医療法人 同仁会（社団）

http://www.dojinkai.com

公益社団法人

京都府鍼灸マッサージ師会
TEL:075-803-6078
https://ksmk.jp

（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。

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!!

横大路運動公園

お申込み･お問合せ：横大路運動公園  TEL：075-611-9796
各1,380円 ※トレーニングルーム入場料込み各1,380円 ※トレーニングルーム入場料込み

横大路体育館　2Fトレーニングルーム横大路体育館　2Fトレーニングルーム

教室名

親子体操教室

※親子1組で申込

6月23日
（土）

幼児
（4歳以上）

小学生
（1～3年生）

9：45～
11：15

11：30～
13：00

10:00
 〜11:00
1１:30
 〜12:30
13:00
 〜14:00
14:30
 〜15:30

各20名
（先着）

親子
各10組

（先着）

510円／人
（入場料）

各クラス
2,500円／組

高校生
以上

6月24日
（日）

スタジオ
体験会

日程 対象 時間 料金 定員

京都アクアリーナ京都アクアリーナ 6月6日から受付開始6月6日から受付開始

場  所

各20名（先着）各20名（先着）定  員
料  金

4,320円／月4回（月謝）4,320円／月4回（月謝）
宝が池公園クラブハウス ２F多目的室宝が池公園クラブハウス ２F多目的室場  所

各12名各12名定  員 料  金

6月24日（日）6月24日（日）

6月17日（日）6月17日（日）

水曜日 6月6日,13日,20日,27日水曜日 6月6日,13日,20日,27日
6月1日から
受付開始

6月1日から
受付開始

6月1日から
受付開始

6月1日から
受付開始

①幼　児クラス  9:15～10:45
②小学生クラス 11:00～12:30
①幼　児クラス  9:15～10:45
②小学生クラス 11:00～12:30

①幼　児クラス  9:15～10:30
②小学生クラス 11:00～12:30
 　　　　　※1～4年生

①幼　児クラス  9:15～10:30
②小学生クラス 11:00～12:30
 　　　　　※1～4年生

①幼　児クラス 15:15～16:15
②小学生クラス 16:30～17:30
 　　　　　※1～4年生

①幼　児クラス 15:15～16:15
②小学生クラス 16:30～17:30
 　　　　　※1～4年生

各1,080円各1,080円
ハンナリーズアリーナ 2階多目的室ハンナリーズアリーナ 2階多目的室場  所

各20名（先着）各20名（先着）定  員 料  金

京都アクアリーナ

お申込み･お問合せ：京都アクアリーナ  TEL：075-315-4800

宝が池公園運動施設

はらっぱスポーツ教室はらっぱスポーツ教室

お申込み･お問合せ：宝が池公園運動施設 TEL：075-712-3300

西京極総合運動公園

跳 び 箱 教 室跳 び 箱 教 室

お申込み･お問合せ：市民スポーツ会館  TEL：075-315-3741

苦手克服！鉄棒教室！苦手克服！鉄棒教室！
前回り・逆上がりに挑戦！

鉄棒・マット・跳び箱を中心に、
お子様の運動能力向上を図ります！

※親１人に
　子は2人
　まで。

苦手克服! 苦手克服! 

場  所


