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※；日本陸連関連主要競技日程は2020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

4~5(土~日) [1]県記録会兼国体選考会（中止） 三ッ沢

11(土) [1]県記録会兼国体選考会（中止） BMW平塚 11（土） GP[29]金栗記念選抜中･長距離（中止） 県民総合-熊本

12(日) [1]県記録会兼国体選考会（中止） 城山 12(日） ［104］日本選手権50km競歩（中止） 輪島-石川

25(土) 県中学選手権(国体選考会)（中止） 三ツ沢 19(日） 〔22〕長野マラソン（中止） 長野 19(日) GP[74]出雲陸上（延期） 浜山-島根

29(水) 県中学選手権(国体選考会)（中止） 三ツ沢 19(日) GＰP①兵庫ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ（中止） ﾕﾆﾊﾞ記念-兵庫

26(日) 県高校総体川崎地区予選会（中止） 等々力 25~26日（土~日） GPP TOKYO Combined（中止） 駒沢（東京）

29(水) 県高校総体川崎地区予選会（中止） 等々力 26(日) [10]ぎふ清流ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ（中止） 岐阜

29(水) [24]神奈川ﾏｽﾀｰｽﾞ陸上記録会（中止） 城山 29日（水･祝） ＧＰＰ織田記念陸上（中止） 広島公園

2~3(土~日) 県高校総体横浜地区予選会（中止） 三ツ沢 5~6(火・水） 国立競技場（東京） 2(祝土) GＰP静岡国際陸上（中止） ｴｺﾊﾟ-静岡

2~3(土~日) 県高校総体中地区予選会（中止） 体育センター 9（土） 国立競技場（東京） 2~3(土・日) 〔29〕世界競歩チーム選手権 ミンスク（ベラルーシ）

3~4(日~月) 県高校総体西地区予選会（中止） 城山 10日(日） 国立競技場（東京） 4(祝月） GＰｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｹﾞｰﾑinのべおか（中止） 延岡(宮﨑）

16~17(土~日) 県高校総体(国体選考会)（中止） 等々力 5/16~7/31 各地 5（祝火) GP水戸招待陸上（中止） Kｽﾀ水戸（茨城）

23~24(土~日) 県高校総体(国体選考会)（中止） 三ツ沢 6（祝水) GP木南道孝記念（延期） ﾔﾝﾏｰスタジアム長居（大阪）

21~24(木~日) 関東学生対校選手権(延期） ｷﾞｵﾝ麻溝 10（日) 〔30〕仙台国際ハーフマラソン（中止） 宮城
5/下旬~6/上旬 中学通信陸上地区予選（中止） 各地区 14~17（木~日) バンコク（タイ）

31(日) 定通県予選会･少年少女研修会記録会（中止） BMW平塚 15~17(金~日) 〔68〕全日本実業団（延期） ﾔﾝﾏｰスタジアム長居（大阪）

5~6(金~土) デンカビッグスワン(新潟)

7(日) GP　布勢スプリント（中止） 布勢総合(鳥取）

5~7(金~日) 〔20〕日本学生個人選手権（中止） BMW平塚

21(日) 県選手権(国体選考会)（中止） 三ッ沢 19~22(金~月) 第73回関東高校陸上（中止） 熊谷ー埼玉

20(土) 全日本大学駅伝予選会(中止) ｷﾞｵﾝ麻溝

27~28(土~日) 県選手権(国体選考会)（中止） 三ッ沢 28(日) [35]ｻﾛﾏ湖100kmｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝ（中止） ｻﾛﾏ湖-北海道

4(土) 日清カップ全国小学生陸上競技交流大会県予選会(中止） BMW平塚 5(土) 函館マラソン（中止） 北海道

4~5(土~日) 県中学選抜陸上（中止） 三ツ沢 7~12(火~日) ナイロビ(ケニア)

11(土) 県実業団選手権（中止） 大和 19(日) アジアハーフマラソン（中止） チェンライ(タイ)

11~12(土~日) 北相地区高校陸上（中止） 秦野
11~12(土~日) 横浜区高校陸上（第一大会）（中止） 三ツ沢

11~12(土~日) 横須賀三浦地区高校陸上（第一大会)（中止） 不入斗  

11~12(土~日) 湘南地区高校陸上（第一大会）（中止） 不入斗

18(土) 西相地区高校陸上（第一大会）（中止） 城山

18日(土) 実業団・学生対校（中止） BMW平塚

23(木) 三ツ沢

26(日) 三ツ沢 31~8月9日(金~日） 〔32〕　TOKYOオリンピック【延期】 国立競技場

12~16(水~日) エコパ(静岡) 6~7(木~金) 第48回関東中学陸上（中止） 正田醤油（群馬）

22~23(土~日) [2]県記録会・国体選考会(中止） 三ッ沢 13~15(木~土) 駒沢(東京)

23(日) ジュニアオリンピック選手選考会（中止） 三ッ沢 17~20(月~木) 三重交通Gスポーツの杜(三重)

22~23(土~日) [55]全国高専陸上（中止） 鴻ノ池(奈良)

21~23(金~日) 関東選手権（中止） 中銀スタジアムー山梨

23~29(日~土) [28]日･韓･中ｼﾞｭﾆｱ交流（中止） 秋田(日本)

28~9月6日（金~日） パラリンピック【延期】 国立競技場

5~6(土~日） 高校新人川崎地区予選会 ※等々力

川崎地区高校陸上（第一大会) ※等々力

5~6(土~日） 高校新人中地区予選会 不入斗 10~13(木~日) [89]日本学生対校選手権 デンカビッグスワン(新潟）

神奈川県高体連記録会（中地区） 不入斗

5~6(土~日） 高校新人西地区予選会 城山 12(土) [31]IAU100km世界選手権 ｳｨﾝｽﾎｰﾃﾝ(ｵﾗﾝﾀﾞ）

神奈川県高体連記録会（西地区） 城山

5~6(土~日） 高校新人横浜地区予選会 三ッ沢

神奈川県高体連記録会（横浜地区） 三ツ沢 関東学生新人

19~20(土~日) 県高校新人 三ツ沢 20日（日） 日産

20日 [34]日清カップ全国小学生陸上【中止】 日産

22(火) 県長距離記録会 三ツ沢 [67]全日本実業団

26~27(土~日) 県高校新人 体育センター [40]全日本マスターズ

3(土) 第13回神奈川県小学生陸上競技交流大会 BMW平塚 1~3(木~土) [104]日本陸上選手権 デンカビッグスワン(新潟） 2~4(金~日) [41]全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ 福井

3(土) 横須賀三浦地区高校新人(第二大会) 体育センター 9~13(金~火) 鴨池（鹿児島）

3(土) 湘南地区高校新人(第二大会) 体育センター 26~27(土~日) [104]日本陸上選手権混成 長野市営-長野

3(土) 北相地区高校新人（第二大会） 秦野 26~27(土~日) [36]U20日本選手権混成 長野市営-長野 11(日) [32]出雲全日本大学選抜駅伝 出雲-島根

3~4(土~日） 県中学総体 等々力

11(日) 西相地区高校新人(第二大会) 城山

17~18(土~日) 横浜地区高校新人（第二大会） 三ツ沢 18(日) GP田島記念陸上 維新百年記念（山口）

16~18(金~日) [51]ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 日産

16~18(金~日) [104]日本選手権リレー 日産 16~18(金~日) [104]日本選手権リレー 日産

18(日) ［37］神奈川マスターズ陸上競技選手権大会【中止】 城山 23~25(金~日) [36]U20日本選手権 広島広域公園-広島 24~25(土~日) 第24回関東高校選抜新人 群馬

23~25(金~日) [14]U18日本選手権 広島広域公園-広島 25(日) [59]全日本50km競歩高畠 山形

25(日) [38]全日本大学女子駅伝 仙台-宮城

25日(日) GP北九州陸上ｶｰﾆﾊﾞﾙ 北九州市本状(福岡）

1(日) 県高校駅伝 丹沢湖 1(日) [52]全日本大学駅伝 愛知～三重

3(火) 川崎地区高校新人（第二大会） 等々力

7(土) 川崎地区高校新人（第二大会） 等々力 8(日) [36]東日本女子駅伝 福島

7(土) 県中学駅伝 八景島

15日 [9]神戸ﾏﾗｿﾝ 兵庫

14~15(土~日) 県高校混成記録会 小田原 21(土) 関東高校駅伝 笠松-茨城

21(土） 関東学生1万ｍ記録 慶応

22(日) [40]全日本実業団女子駅伝 宮城

28(土) 都道府県駅伝・選考会(中学) 体育センター 29(日) [ 10]大阪ﾏﾗｿﾝ 大阪

6(日) [74]福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡 6(日) 関東中学駅伝 笠松-茨城

13(日) [20]長崎陸協競歩 県立総合-長崎

20(日) [28]全国中学駅伝 希望ヶ丘-滋賀 20(日) [51]防府読売ﾏﾗｿﾝ 山口

20(日) [71/32]全国高校駅伝-男/女 京都 20(日) [37]山陽女子ﾛｰﾄﾞ 岡山

30(水) 20全日本大学女子選抜駅伝 静岡

'20 2~3(土~日) [97]関東大学駅伝 東京～箱根 1(祝金) [69]元旦競歩 東京

17(日) [39]都道府県女子駅伝 京都 1(祝金) [65]全日本実業団駅伝 前橋-群馬

24(日) [26]都道府県男子駅伝 広島 2~3(土~日) [97]関東大学駅伝 東京～箱根

31(日) [40]大阪国際女子ﾏﾗｿﾝ 大阪 31(日) '21大阪ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 大阪

7(日) 県実業団駅伝 丹沢湖  6~7(土~日) [104]日本選手権・室内競技 大阪城ﾎｰﾙ 7(日) [70]別大ﾏﾗｿﾝ 別府大分

6~7(土~日) [21]日本室内陸上大阪 大阪城ﾎｰﾙ 7(日) [75]香川丸亀国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 丸亀-香川

14(日) [32]全日本びわ湖クロスカントリー 希望ヶ丘-滋賀

14(日) かながわ駅伝(中止） 秦野～相模湖 14(日) [6]全日本中学生ｸﾛｶﾝ 希望が丘-滋賀 14(日) [49]実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山口循環

21(日) [104]日本選手権20km競歩 神戸-兵庫

21(日) [55]青梅ﾏﾗｿﾝ 青梅-東京

27(土) [104]日本選手権ｸﾛｶﾝ 海の中道-福岡 21(日) 熊本

27(土) [36]U20日本選手権ｸﾛｶﾝ 海の中道-福岡 21(日) 21京都ﾏﾗｿﾝ 京都

28(日) [76]びわ湖毎日 滋賀

7(日) 21'東京ﾏﾗｿﾝ 東京

14(日) [24]日本学生ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 立川-東京

14(日) 愛知

21(日) ｱｼﾞｱ陸上選手権・20km競歩 能美-石川

21(日) [15]全日本学生20km競歩 能美-石川

21(日) [45]全日本競歩能美 能美-石川 21(日) [24]日本学生女子ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 松江-島根

30(日) [44]世界クロスカントリー選手権 バザースト（オーストラリア））

※ 網掛けで表示してある競技会は、日程・会場が決定しているものです。
※ 日付の入っていない競技会は、実施及び日付が未定の競技会です。（競技会名等は昨年の実績をもとに記入してあります。）

21'名古屋ウィメンズﾏﾗｿﾝ

県　　　　　　　　内 日本陸上競技連盟主催・共催
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21熊本城ﾏﾗｿﾝ

[36]日清カップ全国小学生陸上（中止）

[７3]全国高校陸上（中止）

REDADY STEADY TOKYO・陸上競技【中止】

[104]日本選手権男女1000ｍ（延期）

ゴールデングランプリ（延期）

〔19〕アジアジュニア陸上競技選手権大会（中止）

GP　Denka Athleties Challenge Cup( 延期）

〔18〕　U20 世界陸上競技選手権（延期）

[75]国民体育大会（延期）

[66]全日本中学校通信陸上神奈川県大会（延期）

[66]全日本中学校通信陸上神奈川県大会（延期）

[55]全国定通制高校陸上（中止）

[47]全国中学陸上（中止）

[66]全日本中学通信（中止）


