
201８(平成３０)年度･主　要　競　技　日　程 2018/ ３/８現在
※；日本陸連関連主要競技日程は2018年3月の理事会で最終承認されます。 1版神奈川陸上競技協会

月 期日 競技会 会場 期日 競技会 会場 期日 競技会 会場

'18 7(土) [27]金栗記念選抜中･長距離 県民総合-熊本

7~8(土~日) [1]県記録会兼国体選考会 三ッ沢 21~22(土~日) [72]出雲陸上 浜山-島根

14~15(土~日) [1]県記録会兼国体選考会 等々力 15（日） ［102］日本選手権50km競歩 輪島-石川 21
～

22（土
～

日） GPP TOKYO Combined 駒沢（東京）

28 [22]神奈川ﾏｽﾀｰｽﾞ陸上記録会 大和 15（日） [20]長野ﾏﾗｿﾝ 長野 22(日) GＰP①兵庫ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ ﾕﾆﾊﾞ記念-兵庫

22(日) [8]ぎふ清流ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 岐阜

22（日） ＧＰＰ兵庫リレーカーニバル ユニバーサル記念

28~29(土~祝日) 県中学選手権(国体選考会) 三ツ沢
28~29(土~祝日) 県高校総体川崎地区予選会 等々力
28~29(土~祝日) 県高校総体中地区予選会(予備5/3) 不入斗 29（日） ＧＰＰ織田記念陸上 広島公園
3~4(祝木~祝金) 県高校総体横浜地区予選会 三ツ沢 3(祝木) GＰP③静岡国際陸上 ｴｺﾊﾟ-静岡
3~4(祝木~祝金) 県高校総体西地区予選会 城山 5(祝土) 'GP水戸招待陸上 Kｽﾀ水戸-茨城

5(祝土) GP[28]ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｹﾞｰﾑinのべおか 延岡-宮崎

12~13(土~日) 県高校総体(国体選考会) 等々力 5(祝土)～6（日） 28世界競歩チーム選手権 太倉（中国）

19~20(土~日) 県高校総体(国体選考会) 三ツ沢 13日) [28]仙台国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 仙台-宮城

20(日） ゴールデングランプリ ﾔﾝﾏｰS長居-大阪 調整中 ｱｼﾞｱｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ 調整中

19~22(金~月) [2]ｱｼﾞｱﾕｰｽ陸上選手権 ﾊﾞﾝｺｸ-ﾀｲ

24~27(木~日) 関東学生対校選手権 ｷﾞｵﾝ麻溝 24~27(木~日) 関東学生対校選手権 ｷﾞｵﾝ麻溝
5/下旬~6/上旬 中学通信陸上地区予選 各地区 [63]全日本中学通信 各地 ３(日） ＧＰ布施スプリント 布施総合-鳥取

3(日) 定通県予選会･少年少女研修会記録会 BMW平塚 ３(日） GＰ田島記念陸上 維新百年-山口

7~10(木~日) [22]ｱｼﾞｱジュニア選手権 岐阜（岐阜）

15~17(金~日) '17日本学生個人選手権 BMW平塚

17(日) ［29]全日本マスターズ混成陸上選手権 城山 16~17(土~日) [102]日本陸上選手権混成 長野市営-長野

23(土) 県選手権(国体選考会) 三ッ沢 16~17(土~日) [34]U20日本選手権混成 長野市営-長野 16~19（金~月） 関東高校 千葉

24(日) 県選手権(国体選考会) 三ッ沢 22~24(金~日) [101]日本陸上選手権 維新百年-山口 25(日) [32]ｻﾛﾏ湖100kmｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝ ｻﾛﾏ湖-北海道

30(土) 県選手権(国体選考会) BMW平塚

7(土) 日清小学生交流大会県予選会 BMW平塚 8日 GP[30]南部記念陸上 厚別-北海道

7~8(土~日) 県中学選抜陸上 三ツ沢 8日 ５日中韓3カ国交流陸上 厚別-北海道

14(土) 川崎地区高校陸上（第一大会） 等々力
14(土) 県実業団選手権 大和 10~15(火~日) 20 U20世界陸上選手権 タンベレ（フィンランド）

14~15(土~日) 北相地区高校陸上 秦野市陸上競技場

14~15(土~日) 横浜区高校陸上（第一大会） 三ツ沢

14~15(土~日) 横須賀三浦地区高校陸上（第一大会）(予備7/1 不入斗

14~15(土~日) 湘南地区高校陸上（第一大会）(予備7/16) 不入斗

15(日) 西相地区高校陸上（第一大会） 城山  
21(土) [5８]実業団・学生対抗 BMW平塚 2１(土) [5８]実業団・学生対抗 BMW平塚
22(日) 全日本中学校通信陸上神奈川県大会 BMW平塚

24~25(土~日) 全日本中学校通信陸上神奈川県大会 BMW平塚

2~6(木~月) [７１]全国高校陸上 三重交通Ｇスポーツの杜伊勢（三重） 2~6(木~月) [71]全国高校陸上 三重交通Gｽﾎﾟｰﾂの杜伊勢（三重） 8~9(水~木) 関東中学 千葉―千葉

10~12(金~日) [2]県記録会・国体選考会 三ッ沢 1１(土) [4３]蔵王坊平ｸﾛｶﾝ 上山-山形

1８(土) [33]全国小学生陸上 日産 10~12(金~日) [5３]全国定通制高校陸上 駒沢-東京 18~9月2日(土~日) 18 アジア競技会 ジャカルタ-インドネシア

1８(土) ［35］神奈川マスターズ陸上競技選手権大会 大和 18(土) [3４]全国小学生陸上 日産 24~26(金~日) 関東選手権 笠松-茨城

25（土） ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ選考会 三ッ沢 1８~2１(土~火) [4５]全国中学陸上 岡山 23~29(水~火) [25]日･韓･中ｼﾞｭﾆｱ交流 未定-茨城

25（土） 県中体連長距離記録会 三ッ沢 25~26(土~日) [5３]全国高専陸上 県民総合-熊本 26(日) 18 北海道マラソン 北海道
25~26(土~日) [ ６]全国高校陸上選抜 ﾔﾝﾏｰF長居-大阪

30~31(木~金) 高校新人川崎地区予選会 等々力

1~2(土~日) 高校新人横浜地区予選会 三ッ沢

1~2(土~日) 高校新人中地区予選会 不入斗 7~9(金~日) [87]日本学生対校選手権 等々力-神奈川

1~2(土~日) 高校新人西地区予選会 城山 ８(土) [30]IAU100km世界選手権 スペティマーティン（クロアチア）

7~9(金~日) [87]日本学生対校選手権 等々力-神奈川 14~16(金~日) 関東学生新人 ｷﾞｵﾝ麻溝

14~16(金~日) 関東学生新人 ｷﾞｵﾝ麻溝

15~16(土~日) 県高校新人 三ッ沢 21~23(金~日) [66]全日本実業団 ﾔﾝﾏｰF長居-大阪

22~23(土~日) 県高校新人 三ッ沢 22(土)～24（祝月） [39]全日本マスターズ 布施総合-鳥取

29(土） 北相地区高校新人 秦野市陸上競技場 調整中 '17ﾃﾞｶｰﾈｰｼｮﾝ 調整中

6(土) 県長距離記録会･小学生 BMW平塚 5~9(金~火) [73]国民体育大会 福井県営-福井 6~１8(土~木) [3] ユースオリンピック ブエノスアイレス(アルゼンチン）

6(土) 不入斗

6(土) 不入斗 ８(祝月) [３０]出雲全日本大学駅伝 出雲-島根
6・8(土・祝月） 県中学総体 三ッ沢

7(日) 西相地区高校新人(第二大会) 城山

12~14(金~日) [49]ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 日産 12~14(金~日) [49]ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 日産

13~14(土~日) [28]全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ混成選手権 城山 20~21(土~日) 関東高校選抜 山梨中銀スタジアム

20~21(土~日) 横浜地区高校新人(第二大会) 三ッ沢 19~21(金~日) [34]U20日本選手権 瑞穂-愛知 2１(日) [5７]全日本50km競歩高畠 山形

19~22(金~日) [12]U18日本選手権 瑞穂-愛知 ~(金~日)

2８(日) [3６5]全日本大学女子駅伝 仙台-宮城

4(日) 県高校駅伝 丹沢湖 ４(日) [５０]全日本大学駅伝 愛知～三重

10(土) 県中学駅伝 八景島

10(土) 川崎地区高校新人（第二大会） 等々力 1１(日) [3４]東日本女子駅伝 福島

10~11(土~日) 県高校混成記録会 城山 1８(日) 関東高校駅伝 熊谷-埼玉

12(日)予定 [3]さいたま国際ﾏﾗｿﾝ 埼玉 1８(日) [ ８]神戸ﾏﾗｿﾝ 兵庫

24(土) 都道府県駅伝・選考会(中学) 三ッ沢 2５(日) [3８]全日本実業団女子駅伝 宮城

24(土) 都道府県駅伝・選考会(高校) 三ッ沢 2５(日) [ ８]大阪ﾏﾗｿﾝ 大阪

２(日) [7３]福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡 ２(日) 関東中学駅伝 熊谷-埼玉

９(日) [2１]小学生ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰﾘﾚｰ 万博記念-大阪 ９(日) '1８長崎陸協競歩 県立総合-長崎

９(日) [３０]全日本びわ湖ｸﾛｶﾝ 希望ヶ丘-滋賀

1６(日) [25]全国中学駅伝 希望ヶ丘-滋賀 1６(日) [4９]防府読売ﾏﾗｿﾝ 山口

2３(日) [6９/３０]全国高校駅伝-男/女 京都 23(祝日) [3７]山陽女子ﾛｰﾄﾞ 岡山

２９(土) '1８全日本大学女子選抜駅伝 静岡

'18 2~3(水~木) 関東大学駅伝 東京～箱根 1(祝火) [6７]元旦競歩 東京

1３(日) [3７]都道府県女子駅伝 京都 1(祝火) [6３]全日本実業団駅伝 前橋-群馬

2０(日) [2４]都道府県男子駅伝 広島 2~3(水~木) 関東大学駅伝 東京～箱根

2７(日) [3８]大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪 2７(日) '1９大阪ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 大阪

３(日) 県実業団駅伝 丹沢湖  2~3(土~日) [19]U20日本室内大阪 大阪城ﾎｰﾙ 3(日) [6８]別大ﾏﾗｿﾝ 別府大分

３(日) [7３]香川丸亀国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 丸亀-香川

調整中 [ 8]ｱｼﾞｱ室内選手権

1０(日) かながわ駅伝（予定） 秦野～相模湖 調整中 [4]全日本中学生ｸﾛｶﾝ 昭和の森-千葉 1０(日) [5７]唐津10ﾏｲﾙﾛｰﾄﾞ 唐津-佐賀

17(日) [102]日本選手権20km競歩 神戸-兵庫 1０(日) [4７]実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口循環

1７(日) [5３]青梅ﾏﾗｿﾝ 青梅-東京

23(土） [10２]日本選手権ｸﾛｶﾝ 海の中道-福岡 1７(日) 熊本

23(土） [3４]U20日本選手権ｸﾛｶﾝ 海の中道-福岡 1７(日) 18京都ﾏﾗｿﾝ 京都

25(日) 調整中 [14]ｱｼﾞｱｸﾛｶﾝ 京都

'18東京ﾏﾗｿﾝ 東京

4(日) [73]びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ 滋賀 2~4(金~日) ’18世界室内選手権 ﾊﾞｰﾐﾝｶﾞﾑ-ｲｷﾞﾘｽ

３(日) [2２]日本学生ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 立川-東京

11(日) [73]びわ湖毎日ﾏﾗｿﾝ 滋賀

1７(日) [4３]全日本競歩能美 能美-石川 1７(日) ｱｼﾞｱ陸上選手権・20km競歩 能美-石川

1７(日) [1３]全日本学生20km競歩 能美-石川

18(日) [39]まつえﾚﾃﾞｨｰｽﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 松江-島根

1７(日) [2２]日本学生女子ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 松江-島根

'18名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 名古屋

30(土) [43]世界クロスカントリー選手権オーフス（デンマーク）

24(木) [23]世界ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ選手権

が日及び会場が決定

県　　　　　　　　内 日本陸上競技連盟主催・共催 関　　東　・国　　際　・その他

４
月

５
月

３
月

６
月

８
月

1９熊本城ﾏﾗｿﾝ

横須賀三浦地区高校新人(第二大会)（予備10/7）

湘南地区高校新人(第二大会)（予備10/   ）

７
月

９
月

10
月

12
月

２
月

１
月

11
月


