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〒615-0864　京都市右京区西京極新明町32番地
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ダッシュ!ダッシュ!
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2019

5
vol.164

10:30　伊予銀行VERTZ  vs シオノギ製薬ポポンギャルズ
13:00　SGホールディングスギャラクシースターズ  vs  ビックカメラ高崎 BEE QUEEN5/25(土）

10:30　シオノギ製薬ポポンギャルズvs ビックカメラ高崎 BEE QUEEN
13:00　SGホールディングスギャラクシースターズ  vs  伊予銀行VERTZ5/26(日）

第５節

京都大会
（伏見桃山城運動公園）

日本女子ソフトボールリーグ1部 第5節日本女子ソフトボールリーグ1部 第5節日本女子ソフトボールリーグ1部 第5節日本女子ソフトボールリーグ1部 第5節第
52
回

ご応募いただいた方の中か
ら、抽選でペア50組100名
様に「第52回日本女子ソフ
トボールリーグ1部第5節」
の観戦チケットをプレゼント
します！

①ホームページ
　応募フォーム
②はがき
〔記載事項〕
　氏名（ふりがな）、〒住所、年齢、
　性別、電話番号、東京2020オリン
　ピック･パラリンピックで楽しみに
　している競技･種目

公益財団法人京都市スポーツ協会
「女子ソフトボールリーグ
　　　　チケットプレゼント係」
〒615-0864 京都市右京区西京極新明町１番地
TEL：075-315-4581
Mail： dash@kyoto-sports.or.jp

当選の発表はチケットの発送を
もって代えさせていただきます。

5月16日（木）必着
応募締切

応募･お問合せ

抽選発表

応募方法

観戦チケットプレゼント!!観戦チケットプレゼント!!



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：平　日：1,800円／１時間
　　　　  土日祝：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）

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♪

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。

平日の料金
値下げしました!

第18回 京都市民総合体育大会
柔道競技

（兼 京都市社会人柔道段別選手権大会）
バレーボール競技

（兼 府民総体市町村対抗・マスターズ 予選会） ペタンク競技の部

健康づくり! 仲間づくり! ウオーキング!!健康づくり! 仲間づくり! ウオーキング!!
桂川・東海自然歩道
めぐりウオーク

シリーズ②大正を歩く
「御大典と
大正ロマン建築」(自由歩行）

梅小路京都西駅開業記念
＆下京区140周年記念
京都の大パノラマ観望ウオーク

京都アクアリーナ～渡月橋～野
宮神社～松尾大社～鈴虫寺～地
蔵院～京都アクアリーナ

◆ 集合場所：京都アクアリーナ9：45
　　　　　（最寄：阪急･西京極駅）
◆ 距離：16ｋｍ
◆ 解散場所：京都アクアリーナ14：30頃
◆ 参加費：300円（中学生以下は無料）

お問合せ

5/3
（金･祝）

コース
賀茂川河川敷～京都府立植物園～京
都御苑・京都御所～東華菜館～レス
トラン菊水～竹下夢二寓居跡～夢二
カフェ・五龍閣～ＪＲ京都駅

◆ 集合場所：賀茂川河川敷　9:45
　　　　　（最寄：地下鉄･北大路駅）
◆ 距離：14ｋｍ 
◆ 解散場所：ＪＲ 京都駅　14：30頃      
◆ 参加費：500円（中学生以下は無料）

5/6
（月･休）

コース
梅小路公園～円山公園～知恩院～
国有林林道～青龍殿～東山山頂公園
～京都東山トレイル～清水山～三十
三間堂～ＪＲ京都駅

◆ 集合場所：梅小路公園（七条入口広場）
　8：45（最寄：JR･梅小路京都西駅すぐ）
◆ 距離：13ｋｍ 
◆ 解散場所：ＪＲ 京都駅　15：00頃
◆ 参加費：500円（中学生以下は無料）

5/26
（日）

コース

NPO法人京都府ウオーキング協会　 TEL:075-353-6464 FAX:075-352-4600

弁当
持参

雨天
決行

5月25日（土） 6月16日（日） 7月7日（日）

武道センター 旧武徳殿 ハンナリーズアリーナ、
市民スポーツ会館

京都御苑 富小路グラウンド

男子の部（段外、初段、二段、三段）
女子の部（段外、有段者） ６人制男子・女子、９人制男子・女子

９人制男子マスターズ

ダブルス ※未成年２人のチームは不可

12:30 8:00 8:0014：00～16：30 9：30～16：30 8：45～17：30

京都市内在住か、在勤の18歳以上
京都市内在住か、在勤・在学の18歳以上

京都市内に在住か、在勤・在学の10歳以上

2,000円
7,000円／チーム

2,500円／チーム

5月7日（火）～5月20日（月）
６月３日（月）

５月10日（月）～６月17日（月）午前中

〒住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、
生年月日、電話番号、FAX、段位、
全日本柔道連盟登録ID番号

〒住所、氏名（ふりがな）、
年齢、性別、生年月日、
ＴＥＬ、ＦＡＸ、チーム名

FAX、メール

郵送（申込先が変わりました）
※詳細はお問合せください。

郵送、FAX

日  程 日  程 日  程

場  所 場  所 場  所

内  容
内  容

内  容

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

参加料
参加料

参加料

申込期間
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

申込方法

〒601-8047 京都市南区東九条下殿田町70 京都府スポーツセンター内
TEL/FAX：075-644-6235　Mail：fujuren@canvas.ocn.ne.jp

〒601-8027　京都市南区東九条中御霊町25 將野義雄 宛
TEL：075-691-5026

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

京都市柔道連盟 京都市バレーボール協会 京都市ペタンク・ブール連盟（担当：髙岸）
お申込み・お問合せ お申込み・お問合せ お申込み・お問合せ



東山地域体育館　　   075-532-0474

下京地域体育館　　　075-351-7510

吉祥院地域体育館　　　075-691-1271

お申込み
お問合せ 

お申込み
お問合せ 

お申込み
お問合せ 

イアンフラ
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間・ 月
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月

間・ 月

～
円

月
水

水

地域体育館　スポーツ教室 体験参加者募集！

京都府山岳連盟　登山学校 －基本コース−

京都市民オリエンテーリング教室

なぎなた教室

居合道教室

夏のアーチェリー教室

京都府山岳連盟（担当：尾松）　TEL：090-2355-2551　FAX：075-692-3490　Mail：info@kyoto-gakuren.jp

みやこオリエンテーリングクラブ
Mail：k_asu_clover@yahoo.co.jp

京都市なぎなた連盟（担当：小川）
TEL/FAX：075-724-3975

　　　　　　　京都市剣道協会（担当：菅原）
〒606-8392　京都市左京区聖護院山王町19
TEL： 075-761-8288　FAX： 075-761-8287 Mail：kyoken@vega.ocn.ne.jp

　　　　　　　京都市アーチェリー協会（担当：横山）
FAX：075-922-2316　Mail：titmouse@ares.eonet.ne.jp

京都市オリエンテーリング協会（担当：近藤）
ＴＥＬ：075-541-8863（振込問合せ： 090-7879-7065）

京都主婦なぎなたクラブ（担当：久乗）
TEL/FAX：075-791-9070

日　時 ５月１１日（土） 13：00～13：30《無料》
場　所 京都テルサ東館３階 D会議室（市バス九条東車庫南側）
対　象 16歳以上　定　員 80名（事前申込不要）
持ち物 筆記具
説明会終了後、希望者は第1回室内学習（～16:00）
参加料 3,000円（後日の実習登山料を含む）

登山学校概略

申込必要事項

申込必要事項

申込必要事項

申込必要事項

内　容

料　金

日　程

日　程

日　程

日　程

場　所

場　所

場　所料　金

料　金

料　金

料　金

定　員

定　員

定　員

定　員

持ち物等

持ち物等

持ち物等

持ち物等

申込締切

申込期間

申込締切

申込締切

〒住所、氏名（ふりがな）、年齢（小学生の場合は学年も）、
性別、生年月日、TEL、オリエンテーリング経験
　（Ａ：初めて　Ｂ：１回　　Ｃ：２回以上）

〒住所、氏名（ふりがな）、
年齢、性別、生年月日、TEL

〒住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、
生年月日、ＴＥＬ、ＦＡＸ

氏名（ふりがな）、年齢、性別、TEL、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。

山の装備、歩き方、天気、地図、自然、マナー、ケガ
や事故に対する対応、アクシデントへの備え、山の
花など、登山の基本全般にわたって学ぶ。
3,000円／コース

６月２日（日）

６月12日、19日、26日、７月３日、10日

Ⅰ期　６月 ３日～ ７月 ８日 
Ⅱ期　７月29日～ ９月 ９日（8月12日は無し）

６月23日、30日、７月７日、14日

旧白川小学校

武道センター

武道センター　主競技場1,000円（高校生以下は無料）

無料

各期4,500円（別途教本代200円）

5,000円

運動できる服装、運動靴、コンパス、昼食

運動できる服装

運動できる服装（ショートパンツ、スカートは不可）

運動できる服装、運動靴、帽子

５月23日（木）

５月１日（水）～31日（金）

５月20日（月）

６月14日（金）

メール

電話、FAX

はがき、電話、ＦＡＸ、メール

メール、FAX※出来る限りメールでお願いします。

事前申込50名

30名（先着）

各期20名（先着）

24名

小学生以上（小学生は保護者同伴）

16歳以上

京都府内在住の中学生以上（中学生は保護者同伴）

9：30～15：00

13：00～17：00

10：00～12：00

10：00～12：00（受付9：45）

説明会

第1回室内学習

お申込み･お問合せ

お申込み･お問合せ

お申込み･お問合せ

お申込み

お申込み

お問合せ

お問合せ

時　間

時　間

時　間

時　間

対　象

対　象

対　象

申込方法

申込方法

申込方法

申込方法

月曜日
各期6回

日曜日
全4回※小雨決行

水曜日
全5回

日本刀を操作することにより、武道の
神髄に触れ、健康面でも効果あり。

なぎなたのお稽古をすることにより、心身共に調和のとれた
人材を育成する目的で、楽しくなぎなたを振っています。

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！
初めての方でも４回で安全に打てるように指導します。

場　所 京都アクアリーナ

スポーツ教室 ★参加者大募集★
登山の基本を学び、知識を身に付けることによって、多くの人が事故なく安全にアウトドア活動を楽しめるように、座学と実技の教室を開催します！

５月から翌年３月まで（８月・12月を除く）、各月
に１回ずつ９コース実施。１コースにつき、室内学
習１回、実習登山１回を行う。



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。

今月の 大 会 情 報 2019年

5月
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　京都市右京区西京極新明町１

〒615-0864　京都市右京区西京極新明町29

〒615-0864　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

補助競技場 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

13日（月）～14日（火）、20日（月）～22日（水）
27日（月）～30日（木）

時間

時間

時間 場所

大　会　内　容

大　会　内　容

大　会　内　容

日

日

日

1日（水･祝）、2日（木･休）
11日（土）、12日（日）
18日（土）
19日（日）
22日（水）
23日（木）～25日（土）
26日（日）

3日（金･祝）

4日（土･祝）、5日（日･祝）
11日（土）～12日（日）
16日（木）
18日（土）～19日（日）
25日（土）～27日（月）

2日（木･休）
3日（金･祝）、4日（土･祝）

5日（日･祝）

6日（月･休）
9日（水）、10日（金）
11日（土）

12日（日）

16日（木）
18日（土）、19日（日）
23日（水）、24日（金）

25日（土）

26日（日）

31日（金）

8：00～21：00
8：00～17：00
9：00～17：00
9：00～21：00
8：00～17：00
9：00～17：00
8：00～17：00

̶

9：00～21：00
7：00～21：00
10：00～17：00
7：00～21：00
9:30～21：00

9：30～17：00
8：00～17：00
11：30～17：00
8：00～17：00
14：00キックオフ
7：00～21：00
9：30～17：00
14：00キックオフ
17：30～21：00
9：00～16：00
9：00～17：00
8：00～17：00
9：00～17：00
14：00キックオフ
11：30～17：00
8：00～17：00

7：00～21：00

全日本剣道連盟 八段 審査会 （京都府剣道連盟）
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 （京都府高体連バスケットボール専門部）
右京区保育園　春のスポーツ大会 バレーボール競技 （右京区保育園園長会）
第95回天皇杯･第86回皇后杯全日本バスケットボール選手権大会京都府代表決定戦 （京都府バスケットボール協会）
バレーボール交歓会 （市民スポーツクラブバレーボール交歓会）
第65回五芸術大学体育・文化交歓会 （第65回五芸祭実行委員会）
第14回京都市児童施設育成事業推進協議会フットサル大会 （京都市子ども若者はぐくみ局）

　　　日本女子プロ野球リーグ　ヴィクトリアシリーズ春季リーグ
　　　13:00～京都フローラ vs 愛知ディオーネ　　15:30～埼玉アストライア vs 愛知ディオーネ
　　　2019年度 関西六大学野球連盟　春季リーグ （関西六大学野球連盟）
　　　2019年度 春季京都府高等学校野球大会 2次戦 （京都府高等学校野球連盟）
第90回都市対抗野球近畿地区二次予選 1回戦 （京都府野球連盟）
　　　2019年度 春季京都府高等学校野球大会 2次戦 （京都府高等学校野球連盟）
　　　2019年度 関西学生野球連盟　春季リーグ戦 （関西学生野球連盟）

京都市中学校春季総合体育大会 陸上競技の部 （京都市教育委員会）
第72回京都府高等学校陸上競技対校選手権大会市内ブロック予選会 （京都陸上競技協会）
　　　第97回関西学生サッカーリーグ （京都府サッカー協会）
高円宮杯JFA U-15 サッカーリーグ2019関西 サンライズリーグ （京都府サッカー協会）
　　　2019プレナスなでしこリーグ2部 第7節　バニーズ京都SC vs 大和シルフィード
関西学生対校陸上競技選手権大会 （京都陸上競技協会）※補助競技場は17：00まで
第74回国民体育大会 陸上競技 一次選考会･京都陸協第3回記録会 （京都陸上競技協会）
　　　2019明治安田生命J2リーグ　第13節　京都サンガF.C. vs ファジアーノ岡山
京都FAカップ2019 第24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）
京都陸協 U-15 記録会 （京都陸上競技協会）
第24回京都市長杯ターゲット・バードゴルフ大会 （京都市ターゲット・バードゴルフ協会）
第72回京都府高等学校総合体育大会 〈市内ブロック〉（京都陸上競技協会）
第65回五芸術大学体育・文化交歓会 （第65回五芸祭実行委員会）
　　　2019明治安田生命J2リーグ　第15節　京都サンガF.C. vs レノファ山口FC
第97回関西学生サッカーリーグ （京都府サッカー協会）
　　　第48回京都ラグビー祭 （京都府ラグビーフットボール協会）
第72回京都府高等学校陸上競技対校選手権大会　　　　※補助競技場は17：00まで 
兼 第72回全国高等学校陸上競技対校選手権大会京都府予選（京都陸上競技協会）

主

主

主

主

主

主

主

主

主

主

主

主

補

補

補

補

補

補

補

補

補

補

補

補

補

卓球スタジオ ダッシュ
陸上競技場兼球技場内のスタジオで、

卓球のフリー利用や、各種レッスンを実施しています
開館時間／（月・火）10：00～18：00 （水・金）10：00～21：00 （木）10：00～20：00

お問合せ／TEL：075‐315‐4583

1日（水）～6日（月）、8日（水）
9日（木）、10日（金）、31日（金）5月休講日



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。大会情報2019年5月

宝が池公園球技場

横大路体育館

京都アクアリーナ

京都市武道センター

〒606-0923　京都市左京区松ヶ崎東池ノ内町

〒612-8263　京都市伏見区横大路下ノ坪1

〒615-0846 京都市右京区西京極徳大寺団子田町64番地

〒606-8323　京都市左京区聖護院円頓美町46-2

…メインプール　　　…アーチェリー場

…主競技場　　…補助競技場　　…旧武徳殿　　…弓道場　　…相撲場

時間

時間

時間

時間

場所

場所

大　会　内　容

大　会　内　容

大　会　内　容

大　会　内　容

日

日

日

日

1日（水･祝）、2日（木･休）
3日（金･祝）
5日（日･祝）
6日（月･休）
11日（土）
18日（土）
19日（日）
23日（木）、24日（金）
25日（土）
26日（日）

1日（水･祝）、2日（木･休）
3日（金･祝）
12日（日）
18日（土）
19日（日）
25日（土）
26日（日）

5日（日･祝）～6日（月･休）
6日（月･休）

18日（土）

26日（日）

2日（木･休）～5日（日･祝）
2日（木･休）、3日（金･祝）

11日（土）

12日（日）

18日（土）

19日（日）

25日（土）

26日（日）

8：00～17：00
8：00～17：00
8：00～17：00
8：00～17：00
8：00～17：00
14：00～17：00
8：00～17：00
9：00～17：00
11：00～17：00
8：00～17：00

8：00～21：00
8：00～17：00
9：00～21：00
9：00～21：00
9：00～21：00
9：00～21：00
9：00～21：00

9:00～18:00
13:00～17:00
9:00～18:00
9:00～17:00
9:00～18:00

8：00～18：30
9：00～17：00

9：00～17：00

9：00～17：00

10：00～17：00
9：00～17：00
11：00～17：00
10：00～17：00
14：00～16：30

9：00～17：00

13：00～17：00

2019年度 関西学生ラクロス春季トーナメント （日本ラクロス協会）
JFA　第24回全日本U-15女子サッカー選手権大会京都府大会 （京都府サッカー協会）
同志社大学ラグビー祭 （京都府ラグビーフットボール協会）
JFA　第24回全日本U-15女子サッカー選手権大会京都府大会 （京都府サッカー協会）
高円宮杯JFA U-15 サッカーリーグ2019関西 サンライズリーグ （京都府サッカー協会）
京都市中学校春季総合体育大会 ラグビー競技 （京都府ラグビーフットボール協会）
第72回京都府高等学校総合体育大会 ラグビー競技 （京都府ラグビーフットボール協会）
第65回五芸術大学体育・文化交歓会 （第65回五芸祭実行委員会）
　　　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）
第43回 日本クラブユースサッカー選手権（U-18）大会関西地区予選 （京都府サッカー協会）

京都市中学校春季総合体育大会 バスケットボール競技（京都市教育委員会）
京都市中学校春季総合体育大会 バドミントン競技 （京都市教育委員会）
第95回天皇杯･第86回皇后杯全日本バスケットボール選手権大会京都府代表決定戦 （京都府バスケットボール協会）
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）
JAPAN GAME 2019 第27回全日本空手道選手権大会 （国際実践融合空手道 内田塾）
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）
前期団体リーグ戦 さつきバドミントン大会 （新日本スポーツ連盟 京都府バドミントン競技会）

第9回京都ＳＣチャンピオンシップ水泳競技大会 （京都ＳＣ協会）
京都市小中学生アーチェリー大会 （京都市アーチェリー協会）
第72回京都府高等学校総合体育大会 水泳競技大会 （京都府高体連）
第72回京都府高等学校総合体育大会 アーチェリー競技大会 （京都府高体連）
日本マスターズ水泳短水路大会 （日本マスターズ協会）

第115回全日本剣道演武大会 （京都府剣道連盟）
第70回全日本弓道大会 （京都府弓道連盟）
全日本ジュニア体重別選手権大会 京都府予選会 （京都市柔道連盟）
第58回京都学生弓道選手権大会 （京都府弓道連盟）
第18回京都市民総合体育大会 剣道競技 （京都市剣道協会）
全国高等学校総合体育大会 弓道大会 京都府個人1次予選会 （京都府高体連 弓道専門部）
第72回京都府高等学校総合体育大会 柔道競技 （京都市柔道連盟）
京都府青少年剣道錬成大会 （京都市剣道協会）
第278回新空手道交流大会in京都 （全日本空手道連盟 KSS健生館）
第68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 （京都市柔道連盟）
第18回京都市民総合体育大会 柔道競技 兼 第66回京都市社会人段別柔道選手権大会 （京都市柔道連盟）
第33回わんぱく相撲 京都大会 （京都青年会議所）
第40回京都社会人剣道親善大会 （京都市剣道協会）
全日本弓道選手権大会 京都府予選会 （京都府弓道連盟）

主

主

主

主

主

補

補

補

弓

主

弓

主

主

主
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弓

武

武

武

武
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補

補 武 弓 相

主

主

主

弓

弓



この印刷物が不要になれば、
「雑がみ」として古紙回収へ！ 京都市スポーツ協会

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

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）京都市スポーツ協会賛助会員担当

TEL:075-315-4561  

法人･団体／1口 

10,000円から

個 人／1口

5,000円から

せ

会
会

法 人
京都 ー 協会

法 人
京都 ー 協会

ミズノスクール ピックアップ!! 

　TEL 075-6 - 7 6

9 16 23 30

9 16 23

2020
4 320 4 5004 320 4 500

ウ  2Fウ  2F所

0 00 000 00 00間

のの

:00 :20:00 :20間

3 00 3 0 03 00 3 0 0

京

 TEL 075-7 2-3300

ー 会    TEL 075-3 5-374

所

2424

月
火
木
金

フト ス
5

16歳以上
小４～中学生
中学生以上
中学生男子

10：00～12：00

19：00～21：00

月
木

ントン
5

16歳以上 13：00～15：00
9：00～11：00

火

金

フ ト ル
5

幼児（5・6歳）
小学生

幼児（5・6歳）
小学生

17：15～18：15
17：15～18：45
17：15～18：15
17：15～18：45

2019
5

医療法人 同仁会（社団）

http://www.dojinkai.com


