
京都府内既存スポーツ事業一覧
広域

振興局
大会名 主催者 開催場所

参加者数
(概数)

開催
時期

歴史街道丹後100kmウルトラマラソン 

歴史街道丹後100kmウルトラマラソン実行委員会
　・京丹後市    　・京丹後市教育委員会  　・京丹後市商工会
　・京丹後市体育協会 　・京丹後市観光協会 　・京丹後交通安全協会
  ・一般財団法人　京都陸上競技協会、北丹陸上競技協会

七竜峠～久美浜湾～浅茂川漁港～碇高原牧場 3,300 9月

関西学生対抗駅伝 関西学生陸上競技連盟
久美浜・浜公園～八丁浜シーサイドパーク
～京丹後市大宮庁舎付近～宮津市役所

320 11月

ドラゴンカヌー選手権大会
京丹後市ドラゴンカヌー大会実行委員会
 ・京丹後市
 ・久美浜ドラゴンカヌー振興会

久美浜湾 3,500 8月

丹後半島全日本ラリー選手権 大阪電気通信大学体育会自動車部 丹後文化会館 ～ 森林公園スイス村
5.750

（来場者数）
8月

よさの大江山登山マラソン大会 よさの大江山登山マラソン実行委員会 大江山運動公園～大江山 800 9月

天橋立ツーデーウオーク 天橋立ツーデーウオーク実行委員会 天橋立一帯 1,250 9月

サンセットビーチランｉｎ京丹後 サンセットビーチランｉｎ京丹後実行委員会 夕日ヶ浦海岸 350 6月

丹後
中丹

海の京都　TANTANロングライド

TANTANロングライド実行委員会
　・京都府　　・福知山市　　　・舞鶴市　　・綾部市
　・宮津市　　・京丹後市　　　・伊根町　　・与謝野町
　・（公社）京都府観光連盟　 ・福知山観光協会       　・舞鶴観光協会
  ・綾部市観光協会           　・（社）天橋立観光協会　 ・京丹後市観光協会
　・伊根町観光協会　　　　　　・与謝野町観光協会    　・福知山商工会議所
  ・福知山市商工会             ・舞鶴商工会議所           ・綾部商工会議所
　・宮津商工会議所             ・京丹後市商工会           ・伊根町商工会
  ・与謝野町商工会             ・KTR北近畿タンゴ鉄道株式会社
  ・丹後海陸交通株式会社   ・京都交通株式会社   ・京都府自転車競技連盟
  ・京都サイクリング協会      ・京都府自転車軽自動車商協同組合

天橋立～丹後半島～私市円山古墳公園
～福知山

1,300 6月

福知山マラソン

福知山マラソン実行委員会
  ・福知山市        　　　　　      ・福知山市教育委員会
  ・（一財）京都陸上競技協会  ・福知山市陸上競技協会
  ・（一財）福知山市体育協会

三段池公園～大江町二箇下～三段池公園 10,000 11月

舞鶴赤れんがハーフマラソン

舞鶴市（主催）
舞鶴赤れんがハーフマラソン実行委員会（主管）
　 ・舞鶴市   　　　　　　      　  ・(一財)舞鶴市スポーツ協会
 　・海上自衛隊舞鶴地方隊    ・海上自衛隊第21航空群

東体育館～前島埠頭～海上自衛隊北吸岸壁～
日本板硝子舞鶴事業所～舞鶴赤れんがパーク

2,500 10月

里山サイクリングin綾部 里山サイクリングin綾部実行委員会 二王公園（睦寄町）を発着とする水源の里コース 500 9月

京都由良川回廊サイクルラリー  ゆラリー 京都府 福知山市～舞鶴市～綾部市 200 9月～11月

SEA　TO SUMMIT　由良川　大江山 実行委員会（行政、競技団体、観光団体、(株)モンベル) 福知山市、舞鶴市、綾部市 300 H27.10

ほづがわチャリティ・ファンラン ほづがわチャリティ・ファンラン実行委員会 亀岡市保津川河川敷 500 12月

京都亀岡ハーフマラソン 亀岡市・亀岡市教育委員会・(公財)亀岡市体育協会他
亀岡運動公園競技場
（スタート・ゴール）

3,500 11月

日吉ダムマラソン 日吉ダムマラソン実行委員会 府民の森ひよし（ダム周辺） 2,725 4月

京都美山サイクルロードレース 美山ロード実行委員会
美山支所～長谷運動公園～九鬼ヶ坂峠
～美山支所

800 5月

京都美山サイクルグリーンツアー 美山サイクルグリーンツアー実行委員会 美山地域一帯 1,000 8月

美山かやぶきの里ワンデーマーチ 美山かやぶきの里ワンデーマーチ実行委員会
宮島小～長谷(12㎞コース）
宮島小～美山自然文化村(18㎞コース）

480 11月

京都丹波ロードレース大会
京丹波町、南丹市陸上競技協会、京丹波町体育協会、
京都府立丹波自然運動公園

丹波自然運動公園～京丹波病院～竹野小学校
～丹波自然運動公園

4,190 11月

京丹波町ホッケーフェスティバル 京丹波町教育委員会、京丹波町体育協会 グリーンランドみずほホッケー場 600 4月

関西カヌースラローム選手権大会 関西カヌー連盟、府体育協会、府教育委員会、府カヌー協会 和知川カヌー会場 50 5月

第1回京都丹波トライアスロン大会in南丹

京都丹波トライアスロン大会実行委員会(予定)
　京都府、京都府南丹広域振興局、南丹市、亀岡市、京丹波町、南丹市教育
委員会、亀岡市教育委員会、京丹波町教育委員会、南丹地区体育協会連絡
協議会、南丹市商工会、京都府トライアスロン協会

南丹市　桂川（大堰川緑地公園）及び周辺地域 500 H27.7.5

丹後

中丹

南丹
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開催
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宇治川マラソン大会

宇治川マラソン大会実行委員会
  ・宇治市　　　・宇治市教育委員会  ・（財）宇治市体育協会
　・宇治市スポーツ推進委員協議会  ・宇治市体育振興会連合会
  ・宇治市中学校体育連盟  ・宇治商工会議所   ・（公社）宇治市観光協会
  ・宇治茶商工業協会  ・宇治市茶業青年会  ・（社）宇治青年会議所
  ・宇治市子ども会連絡協議会  ・（公財）京都府公園公社
  ・（公財）宇治市公園公社

山城総合運動公園～宇治川白川浜～源氏物語
ミュージアム～黄檗公園～山城総合運動公園

4,000 2月

京都スポーツ祭典陸上競技大会 新日本スポーツ連盟京都府連盟、京都ランナーズ 山城総合運動公園 1,050 9月

京都ご当地グルメリレーマラソン 京都ご当地グルメリレーマラソン実行委員会 山城総合運動公園 3,000 10月

城陽マラソン大会
城陽マラソン実行委員会（主催）
城陽市体育協会（主管）

文化パルク～南部コミセン～木津川堤防
　～文化パルク

2,050 3月

八幡市民マラソン大会 市民マラソン大会実行委員会
八幡市民スポーツ公園～木津川左岸堤防
　～八幡市民スポーツ公園

2,000 12月

京都木津川マラソン大会 京都木津川マラソン大会実行委員会
草内木津川運動公園～木津川サイクリングロー
ド～草内木津川運動公園

5,000 2月

ＴＯＰＥＡＫゆぶね　行楽弁当　エンデューロ(MTB) 100 H26.9

京都ゆぶねstage CJ2XCO(MTB) H27.10
木津川カヌーの日 琵琶湖・淀川流域圏提携交流会 木津川・淀川 120 9月

UCI（国際自転車競技連合）公認  ツアー・オブ・ジャパン

自転車月間推進協議会
　主管：TOUR OF JAPAN組織委員会
　　　　　（事務局：(一財)日本自転車普及協会）
　競技主管：(公財)日本自転車競技連盟

京田辺市/普賢寺ふれあいの駅～
精華町/関西文化学術研究都市

（H28.5）

京都マラソン
京都市、一般財団法人京都陸上競技協会 （主催）
京都マラソン実行委員会（企画・運営）
一般財団法人京都陸上競技協会（主管）

西京極総合運動公園～渡月橋～仁和寺
～宝ヶ池・国立京都国際会館～平安神宮

16,000 2月

鴨川ジョギング＆ウォーキング大会 京都府、一般財団法人京都陸上競技協会 鴨川の賀茂大橋（鴨川沿い） 500 11月

京都スポーツ祭典　京都ロードレース大会 新日本スポーツ連盟京都府連盟、京都ランナーズ 嵐山東公園（嵐山、桂川周辺） 1,300 3月

全国高等学校駅伝競走大会 日本陸上競技連盟、全国高体連、京都陸上競技協会
西京極総合運動公園～国際会館
　～西京極総合運動公園

1,000 12月

全国都道府県対抗女子駅伝 日本陸上競技連盟、京都陸上競技協会
西京極総合運動公園～国際会館
　～西京極総合運動公園

1,000 1月

全国車いす駅伝 京都陸上競技協会 国際会館～西京極総合運動公園 250 3月
バレーボール　ワールドグランドチャンピオンズカップ 国際バレーボール協会、日本バレーボール協会 島津アリーナ京都（府立体育館） 11月

テニス　島津カップ 日本テニス連盟 島津アリーナ京都（府立体育館） 3月

テニス　ＧＳユアサオープン 日本テニス連盟 島津アリーナ京都（府立体育館） 9月

京都市

山城

ゆぶねMTB Project（主催）
NPO法人IBO,Japan（主管）

和束町湯船森林公園


