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7 �27 28 �水 木 �中体連合宿（関東大会出場選手） �中 �ShonanBMWスタシ’ァム　平塚 

8 �8 �木 �関東中学陸上競技大会 �中 �駒沢運動公園陸上競技場（東京都） 
9 �金 

21（火）～ 24（金） ��全国中学校陸上競技大会 �中 �松本平広域公園陸上競技場（長野） 

27 �日 �ジュニアオリンピック選考会 �中 �三ッ沢公園陸上競技場 

9 �27 �火 �いわて国体　神奈川陸上チーム結団式 �陸 �大和スポーツセンター会議室 
7．14．28 ��国体リレー練習会 �陸 �大和なでしこスタゾアム陸上鼓技場 

10 �1～2 ��いわて国体合宿 �陸 �秦野市カルチャーハしク陸上競技場・東海大学 7（金）～ 11日（火） ��第71回　いわて国体 �陸 �北上総合運動公園陸上競技場 　　　　（北上市） 

11 �8 �火 �第32回東日本女子駅伝競走大会結団式 �陸 �大和スポ⊥ツセンター会議室 

13 �日 �第32回東日本女子駅伝競走大会 �陸 �福島市 
19 �土 �投てき練習会① �陸 �瀬谷西高校 
20 �日 �全国都道府県男女駅伝競走大会（中学生）選考会 �陸 �秦野市如才十ハしク陸上競技場（8：30～13：00） 
23 �水 �投てき練習会② �陸 �瀬谷西高校 
26 �土 �全国都道府県男女駅伝競走大会（高校）選考会 �陸 �秦野市カルチャーハ〇一ク陸上競技場（8：30～13：00） 

12 �10 �土 �投てき練習会③ �陸 �瀬谷酉高校 

11 �日 �普及練習会① �高 �海の公園 
17 �土 �投てき練習会④ �陸 �瀬谷西高校 
23 �金 �ジュニア強化事業（中学生選抜選手合宿）26～27 �中 �荻野運動公園陸上競技場 
24 �土 

26（月）～ 28（水） ��関東選抜合宿（中学生選抜選手）26～28 �中 �栃木県立総合運動公園陸上競技場（宇都宮） 

25（日）～ 28（水） ��関東選抜合宿（高校生選抜選手）25～28 �高 �正田醤油スタジアム群馬（前橋市） 

28 �水 �都道府県男女駅伝競走大会練習会・結団式 �陸 �大和なでしこスタブアム・スポーツセンター会意室 

1 �7 �土 �投てき練習会⑤ �陸 �瀬谷酉高校 

8 �日 �普及練習会② �陸 �東海大学 
9 �月 �投てき練習会⑥ �陸 �瀬谷西高校 
9 �月 �都道府県駅伝練習会 �陸 �日本体育大学 
14 �土 �投てき練習会⑦ �陸 �秦野市力軒ハしク陸上競技場 
14 15 �土 日 �県陸協ジュニア強化合宿（高校選枝選手合宿） 

15 �日 �第35回都道府県対抗女子駅伝競走大会 �睦 �京都市 
15 �日 �都道府県駅伝男子練習会 �陸 �日産スタゾアム周辺コース 
15 �日 �棒高跳練習会① �陸 �法政大二高校 
21 �土 �投てき練習会⑧ �陸 �瀬谷西高校 
22 �日 �第22回都道府県対抗男子駅伝競走大会 �陸 �広島市 
22 �日 �棒高眺練習会② �陸 �横浜国大グランド 
27 �土 �中体連練習会① �陸 �三ッ沢公国陸上競技場 
27 28 �土 日 �高体連優秀選手強化（高校生） �高 �秦野市かしチャーハしク陸上錬技場 

28 �日 �投てき練習会⑨ �陸 �瀬谷西高校 

2 �4 �土 �投てき練習会⑩ �陸 �瀬谷西高校 

5 �日 �普及練習会③ �陸 �不入斗公園陸上境技場 
11 �土 �中体連長距離記録会・研修会 �中 �三ッ沢公園陸上競技場 
11 �土 �高体連優秀選手投てきブロック強化合宿（高校生） �高 �日産スタゾアム投てき競技場 
12 �日 

18 �土 �中体連練習会② �陸 �川崎等々力競技場 
18 �土 �競歩指導者講習会 �陸 �未定 
19 �日 �投てき練習会② �陸 �日産スタゾアム投てき競技場 
19 �日 �普及練習会④ �高 �日本体育大学 

3 �5 �日 �棒高跳練習会 �陸 �横浜国大グランド 

11 �土 �中体連指導者養成詳習会兼陸上競技研修会 �陸 �三ッ沢公園陸上競技場 
12 �日 �中長距離・競歩練習会 �高 �未定 
20 �月 �投てき練習会③ �陸 �日産スタゾアム投てき競技場 
25 �土 �中体連県外合同練習会③ �陸 �千葉県船橋市 
25 �土 �投てき練習会④ �陸 �日産スタゾアム投てき競技場 

25（日）～ 28（火） ��愛媛国体候補選手合宿（成年少年女子） �陸 �沖縄県 

25（日）～ 29（水） ��高体連全国合宿（高校生選抜選手） �高 �広島県総合運動公園グランド（広島市） 

0400m・400mHブロック練習会は、今年度実施しませんでした。
○競歩指導者講習会は、今年度実施しませんでした。



【会議報告】（中間）H2g年度強化部会

月　日 ��曜日 �会　議t場所 

1 �4月 �9 �土 �強化部会（三ッ沢） 

2 ��10 �日 �強化部会（三ッ沢） 
・3 ��16 �土 �強化部会（等々力） 

4 ��17 �日 �強化部会（等々力） 

5 �6月 �25 �土 �強化部会（平塚BMW） 

6 ��26 �日 �強化部会（平塚BMW） 

7 �7月 �3 �日 �強化部会（小田原城山） 

8 �8月 �12 �金 �強化部会（三ッ沢） 

9 ��13 �土 �強化部会（三ッ沢） 

10 ��14 �日 �強化部会（三ッ沢・スポ館） 

11 ��17 �水 �強化蔀会（大和高校） 

12 �11月 �19 �土 �強化部会（大和高校） 

13 ��20 �日 �強化部会（秦野市かレチャーセンター） 

14 ��26 �土 �強化部会（秦野市かレチャーセンター） 

15 �12月 �10 �土 �強化部会（大和高校） 

16 �2月 �4 �土 �強化部会（大和高校） 


