
太陽ヶ丘グランド みどりヶ丘グランド 桃山城グランド 丹波自然運動公園グランド 久我橋グランド

施設申請 事務所に事前メール 事務所に事前メール 体育館にて申請 事前に事務所に申請書郵送 体育館にて申請

施設申請場所 太陽ヶ丘事務所 太陽ヶ丘事務所 地域体育館（桂川体育館等） 丹波自然運動公園事務所 京都市体育協会（西京極）

施設申請担当 部長：山口（音羽川） 部長：山口（音羽川） 西：田中氏（桂川）」 部長：山口（音羽川） 西：奥村氏（太秦）

施設事務所TEL 0774-24-1313 0774-20-8881 075-602-0605 0771-82-0300 075-681-6465

施設備品申請 8時30分以降事務所にて ８時３０分厳守：事務所にて 8時以降事務所にて 8時以降事務所にて 8時以降事務所にて

施設使用時間 ９～１７時 ９～１７時 季節変動（別記参照） ８～１７時 季節変動（別記参照）

役員駐車（事前TEL） 事務所に駐車券持参 １台だけグランド横に入場可能 １台だけグランド横に入場可能

マイクロバス OK OK OK OK OK

施設備品申請
８時３０分事務所に

て
８時３０分厳守：事

務所にて
事務所にて

事務所にてメジャー
受取

事務所にてライン
カー・メジャー受取

本部・熱中症対策
テント数　有無

各グランド　４張 各グランド　６張 １張 各グランド　７張 無し

グランド整備不要 グランド整備不要
グランド整備
トンボ掛け必要

各備品数申請は事前に済んでいま
す

ので当日支払いは不要

備品で借りられるのは
ラインカー・５０Mメジャーのみ
それ以外は本部チーム持ち寄り

グランド整備
トンボ掛け必要

本部用テント・イス
予備審用イス

石灰必要数
１００Mメジャー２本

事務所裏の倉庫内に
「連盟備品BOX」があり、コーナー三角

コーン等が入っています

グランド整備不要

アクアパルコ：洛西浄化センター 吉祥院球技場 岩倉東公園グランド 宝ヶ池球技場 下鳥羽球技場

施設申請 京都府サッカー協会 体育館にて申請 体育館にて申請 球技場にて申請 京都府サッカー協会

施設申請場所 京都市体育協会（西京極） 京都市体育協会（西京極） 宝ヶ池球技場

施設申請担当 京都府サッカー協会 西：奥村氏（太秦） 西：奥村氏（太秦） 東：藤原氏（ランファン） 副部長：中井氏（ボルト）

施設事務所TEL 075-951-9161 ０７５－６９１－２８１４ ０７５－７２４－０２０４ ０７５－７０１－６３６６ ０７５－６１２－３３００

施設備品申請 8時30分以降事務所にて 8時30分以降事務所にて 8時以降事務所にて 8時以降事務所にて 8時以降事務所にて

施設使用時間 ９～１７時 ９～１７時 季節変動（別記参照） ８～１７時 ９～１７時

役員駐車（事前TEL） １台だけグランド横に入場可能 5台までコインパーキング ６台まで専用スペースにOK ３０台まで北側にOK 車３台まで北側にOK

マイクロバス（事前TEL) OK 南側専用スペースに４台までOK 役員スペースに１台のみOK 役員スペースにOK 役員スペースにOK

施設備品申請 事務所にて 事務所にて 事務所にて 事務所にて 事務所にて

本部・熱中症対策
テント数　有無

５張 ３張 ２張 ３張 無し

グランド整備
トンボ掛け必要

役員5台分チケットを
事務所にて無料化

グランド整備
トンボ掛け必要

ラインはロープと
フラットマーカー

コミュニティールーム使用可
副部長：中井が申請

備品はサッカー倉庫
内のみ使用可能

ラインに石灰使用は
大規模大会のみ

ラグビー倉庫内の物
は使用不可

芝内は人工芝マット
の上にイス等を設置

備考欄

備考欄

各施設使用案内



伏見桃山城運動公園 久我橋少年サッカー場 岩倉東公園

4月 ６時～18時 ６時～18時 8時～18時

5月 ６時～18時 ６時～18時 8時～18時

6月 6時～19時 6時～19時 8時～19時

7月 6時～19時 6時～19時 8時～19時

8月 6時～19時 6時～19時 8時～19時

9月 ６時～18時 ６時～18時 8時～18時

10月 7時～17時 7時～17時 8時～17時

11月 7時～17時 7時～17時 8時～17時

12月 7時～16時 7時～16時 8時～16時

1月 7時～16時 7時～16時 8時～16時

2月 7時～17時 7時～17時 8時～17時

3月 7時～17時 7時～17時 8時～17時

京　　都　　市　　施　　設　　使　　用　　時　　間



太陽ヶ丘グランド

・ 施設事務所（体育館1階）にて受付をして下さい。受付時間は８：３０からです。　

・ 事前に付属設備使用承認申請書を提出しております。事前に競技委員長よりコピーを受取り、受付時に確認してください。

足らない備品が有れば、当日に申請してください。特に雨天の場合、ベンチテントが必要となります。

・ 受付時に駐車場使用料免除申請書をもらって下さい。この用紙は本部役員さんの無料駐車券申請書です。

本部に持ち帰り、当日本部役員の氏名・電話番号　等記入し再度提出して駐車券を受け取って下さい。必ず当日に使用してください。

・ 道路での荷物の積み下ろし　子供の乗降は絶対に行わないで下さい。

・ 石灰が足らないときは事務所に連絡を取り、倉庫から出して貰って下さい。

・ 大会が終了しましたら、備品確認の為、事務所まで電話にて連絡して下さい。（0774-24-1313）

・ グランドの整備（トンボ掛）は不要です。

みどりヶ丘グランド

・ 施設事務所にて受付をして下さい。受付時間は８：３０からです。（開門時間８：３０）

・ 開門は8時00分となっておりますので、開門時間前の路上駐車は禁止とさせて頂きます。

・ 事前に付属設備使用承認申請書を提出しております。事前に競技委員長よりコピーを受取、受付時に確認してください。

足らない備品が有りましたら、当日に申請してください。特に雨天の場合、ベンチテントが必要となります。

・ 1台のみグランドまで乗り入れ出来ます。事務所で許可書をもらって、荷物を運搬してください。緊急時の搬送にも使用します。

・ 石灰が足らないときは倉庫外部設置のインターホンにて事務所に連絡を取り、倉庫から出して貰って下さい。

・ 大会が終了にましたら、備品確認の為、事務所までインターホンにて連絡して下さい。

・ グランドの整備（トンボ掛）は不要です。

桃山城グランド

・ 施設事務所にて受付をしてください。　受付時間は８時からです。

・ 受付時に備品申請をして下さい。　付属設備が少ないので別紙案内に記載の「チーム持寄り備品」を確認し用意してください。

本部テントは１張有りますが、他競技者と調整が必要です。

・ 事務所での備品使用料の支払いは当日となっております。

・ グランドの整備（トンボ掛け）は必要です。

・ メジャーは借りることは出来ますが、破損していたりしていますので、チームにて用意した方が良いと思います。

丹波自然運動公園グランド

・ 施設事務所にて受付をしてください。　受付時間は８時からです。

・ 申請時に備品申請しておりますので確認してくｙださい。　事務所でメジャーを受け取ってください。

・ グランド使用時間は　８～１７時です。

・ グランドの整備（トンボ掛け）は必要です。

久我橋グランド

・ 施設事務所に声をかけ　裏の倉庫から備品を借りる（不在時ＴＥＬする　０７５－３１３－９１３１）

・ 付属設備はゴール及びネットのみとなっています。別紙案内に記載の「チーム持寄り備品」を確認し用意してください。

・ 倉庫内に「少年サッカー連盟」のBOXがありますので利用してください。

・ グランドの整備（トンボ掛）は不要です。

吉祥院球技場

・ 施設事務所にて受付をして下さい。受付時間は8時30分からです。

・ 南側コインパーキング南に、無料の大型・マイクロバス専用駐車スペース４台分あります。（事務所に事前連絡要）

役員5台分は事務所にてチケットを無料化してもらえます。

洛西浄化センターグランド

・ 施設事務所にて受付をして下さい。受付時間は8時30分からです。

     ・ グランドの整備（トンボ掛け）は必要です。

岩倉東公園グランド

・ 施設事務所にて受付をして下さい。受付時間は8時からです。

     ・ グランドの整備（トンボ掛け）は必要です。

宝ヶ池球技場

・ 施設事務所にて受付をして下さい。受付時間は8時00分からです。

・ ピッチ内にキャスター付ボールケースは持ち込まないでください。

・ ラインはラインロープとフラットマーカーにて対応　（石灰使用は大規模大会のみ）

・ メジャーの数も少ないので連盟から借りた方が良いと思います。

ラインカー　・　メジャーは管理事務所にて借りることは出来ますが、管理事務所がグランドから離れている為、運搬に手間がかかりま
す。　　　　サッカー用ラインカーはありません。メジャーは５０ｍ用です。



下鳥羽球技場

・ 施設事務所にて受付をして下さい。受付時間は8時00分からです。

グランド南に役員無料駐車スペース３台分あります。（マイクロバスでも車３台まで駐車OK：事務所に事前連絡要）

全施設共通

　　　・ゴミは各自持ち帰り

　　　・必ず駐車場で子供・荷物の乗り降りを行うこと（道路上での子供・荷物の乗り降りは厳禁）

　　　・施設内は所定位置以外は禁煙



太陽ヶ丘グランド

地図

《 公共交通機関でご来園される場合 》
 京阪宇治線、ＪＲ奈良線でお越しの場合は、「宇治駅」で下車してください。
 近鉄京都線でお越しの場合は、「大久保駅」で下車してください。
それぞれ、駅前から「太陽が丘行」の路線バスがあり、公園（中央付近にバス停）までの所要時間は15～20分
程度です。
ただし、近鉄大久保駅からの運行本数は限られておりますので、「立命館宇治経由京阪宇治（黄檗駅）行」に乗
車し、「太陽が丘西ゲート」で下車してください。
（公園中央付近まで徒歩で約10分かかります。）

 　《 駐車場について 》
 公園内には、約1,300台の有料駐車場がありますが、ファミリープール期間や春秋の行楽シーズンの休日には
満車となる場合がありますので、公共交通機関のご利用をお勧めします。
 観光バス等の大型車両は、第１駐車場または公園中央部にある路線バス回転場から駐車していただきます。

お車で来園されますと駐車料金が必要です。
 駐車料金は、バス・マイクロバス等の大型車 1,500円、その他の自動車（二輪車を除く）400円です。

送迎など、入園から３０分未満で、同一ゲートから退園される場合の駐車料金は無料です。

道路での荷物の積み下ろし　子供の乗降は絶対に行わないで下さい。
（会場より何度も注意を受けています。酷い場合は所属チームが処罰の対象となります）

タクシー乗り場は、宇治側ゲートから城陽側ゲートを結ぶ幹線道路の中間点付近に展示している蒸気機関車
（ＳＬ）の道路を挟んだ向かい側です。

第２競技場ではリーグ戦、大会時に試合コート外側に白線を引いていますので、白線より外側で観戦をお願い
します。

球技場A、球技場Bではグランド外より観戦をお願いします。

グランド内では各チームがウォーミングアップを行っていますので、ウォーミングアップの場所以外で観戦をお
願いします。

屋根の下の荷物置き場は限られており、他チームも使用されますので譲り合って使用してください。

身体障害者補助犬を除き、ペットのご同伴はお断りしております。

園内では、灰皿を設置している場所以外での喫煙はお断りしています。
指定された喫煙場所でお願いいたします。



みどりが丘グランド

地図

《 公共交通機関でご来園される場合 》
 京阪宇治駅・ＪＲ宇治駅から、「宇治田原工業団地」・「維中前」に
乗車、「みどりが丘」で下車。約２０分～２５分。

《 駐車場について 》
 公園内には、無料の駐車場があります。係員の指示に従って、駐車ください。

荷物の積み下ろしは駐車場所で行ってください。また、選手や子供の乗降も駐車場所で行ってください。

（会場より何度も注意を受けています。酷い場合は所属チームが処罰の対象となります）

開門は8時00分となっておりますので、開門時間前の路上での待機又他の施設での待機は禁止とさせて頂きます。

（会場より何度も注意を受けています。酷い場合は所属チームが処罰の対象となります）

障害者、妊婦、怪我人などの人は管理事務所で申請し、許可をもらえば車両にてｸﾞﾗﾝﾄﾞ付近で駐車可能です。利用さ
れる方は管理事務所で申請ください。

リーグ戦、大会時に試合コート外側に白線を引いていますので、白線より外側で観戦をお願いします。

グランド内では各チームがウォーミングアップを行っていますので、ウォーミングアップの場所以外で観戦をお願いし
ます。

屋根の下の荷物置き場は限られており、他チームも使用されますので譲り合って使用してください。

身体障害者補助犬を除き、ペットのご同伴はお断りしております。

園内では、灰皿を設置している場所以外での喫煙はお断りしています。指定された喫煙場所でお願いいたします。



宝が池球技場

地図

《 公共交通機関でご来園される場合 》
 京都市営地下鉄烏丸線「松ヶ崎」下車、徒歩10分

《 駐車場について 》
 基本的に球技場北側の有料駐車場を利用
 球技場施設内駐車場は役員のみです
 大会等により駐車券が発行された場合は球技場南側の駐車場に駐車ください

球技場東側は住宅地となる為に、必ず車は球技場西側の宝ヶ池通りより出入りください

荷物の積み下ろしは駐車場所で行ってください。また、選手や子供の乗降も駐車場所で行ってください。

大会により控室を使用する場合は、掲示の指示に従い利用ください

控室は選手・チームスタッフ以外立ち入り禁止です

試合の観戦は観客席から行ってください

ゴミは各自でお持ち帰りください



伏見桃山城グランド

地図

《 公共交通機関でご来園される場合 》
◎近鉄京都線「丹波橋」駅下車 徒歩20分
◎ＪＲ奈良線「藤森」駅下車 徒歩22分
◎京阪本線「丹波橋」駅下車 徒歩20分

《 駐車場について 》
 施設内に有料駐車場がありますが台数に限りがあり、満車の場合もありますので
 できる限り乗り合わせで来場ください

荷物の積み下ろしは駐車場所で行ってください。また、選手や子供の乗降も駐車場所で行ってください。

試合の観戦はグランドネットの外側から行ってください

ゴミは各自でお持ち帰りください



岩倉東公園グランド

地図

《 公共交通機関でご来園される場合 》
地下鉄烏丸線「国際会館駅」下車　徒歩１２分
叡山電鉄「岩倉駅」下車　徒歩５分

《 駐車場について 》
 施設内に有料駐車場がありますが台数に限りがあり、満車の場合もありますので
 できる限り乗り合わせで来場ください
 満車の場合は国際会館駅付近等の有料駐車場へ駐車ください

荷物の積み下ろしは駐車場所で行ってください。また、選手や子供の乗降も駐車場所で行ってください。

試合の観戦はグランドネットの外側から行ってください

ゴミは各自でお持ち帰りください



アクアパルコ洛西　クレーグランド

地図

《 公共交通機関でご来園される場合 》
JR長岡京駅または阪急長岡天神駅からバス落合橋下車徒歩5分

京阪淀駅徒歩20分

《 駐車場について 》
 施設内に有料駐車場がありますが台数に限りがあり、満車の場合もありますので
 できる限り乗り合わせで来場ください

荷物の積み下ろしは駐車場所で行ってください。また、選手や子供の乗降も駐車場所で行ってください。

試合の観戦はグランドネットの外側から行ってください

ゴミは各自でお持ち帰りください



洛南浄化センターグランド

地図

《 公共交通機関でご来園される場合 》
京阪八幡市駅徒歩25分

《 駐車場について 》
 施設内に駐車場がありますが台数に限りがあります
 大会により、駐車台数を制限させて頂いています（駐車券の発行の場合有り）

荷物の積み下ろしは駐車場所で行ってください。また、選手や子供の乗降も駐車場所で行ってください。

ゴミは各自でお持ち帰りください



サンガタウン

地図

《 公共交通機関でご来園される場合 》
●近鉄京都線「大久保」駅よりタクシーで15分（約1,000円程度）
 　またはバス「宮の谷」行で終点下車、徒歩約15分

●JR奈良線「城陽」駅または近鉄京都線「寺田」駅より城陽さんさんバスで「サンガタウン城陽」下車または「東宮ノ
谷」下車（徒歩３分）

《 駐車場について 》
  施設内に駐車場がありますが台数に限りがあります
 大会により、駐車台数を制限させて頂いています（駐車券の発行の場合有り）
 駐車場所は左側のスロープの下になります
 駐車場所へは段差が有りますので車高の低い車は乗り入れ禁止とさせて頂きます
 フットサルコートの駐車場及び天然芝グランド横の駐車場への駐車は禁止させて頂きます

荷物の積み下ろしは駐車場所で行ってください。また、選手や子供の乗降も駐車場所で行ってください。

試合の観戦はグランドネットの外側から行ってください

ゴミは各自でお持ち帰りください


