
期日 場所 期日 場所 期日 場所 期日 場所 期日 場所 期日 場所

7 7 第1回学連競技会 福岡大学（福岡） 7～8 福岡県春季記録会 鞘ケ谷 7～8 福岡市小中学生記録会 博多の森

15 第102回日本選手権50㎞競歩 石川 8 第71回九州都市対抗 大牟田（福岡） 8 福岡県春季記録会 嘉穂

15 第20回長野マラソン 長野 14～15 西日本記録会 博多の森・鞘ケ谷

21～22 GP 第72回出雲陸上 浜山（島根） 15 西日本記録会 久留米

21～22 GPP TOKYO Combined Events 駒沢（東京） 21～22 朝日記録会 博多の森・鞘ケ谷

22 GPP 兵庫リレーカーニバル 22 第14回小郡記録会 小郡

22 第8回ぎふ清流ハーフマラソン 岐阜

29 GPP 織田記念陸上 広域公園（広島） 29 第42回納戸記念陸上 久留米 28 第1回鞘ケ谷記録会 鞘ケ谷 29 福岡県身障者陸上 博多の森

3 GPP 静岡国際陸上 エコバ（静岡） 3～4 第71回福岡県選手権 博多の森 4 第35回大牟田陸上 大牟田

5 GP 水戸招待陸上 Kスタ水戸（茨城） 5 第37回福岡マスターズ 博多の森 6 第24回豊津陸上競技会 豊津

5 延岡（宮崎） 5 延岡（宮崎）

5～6 第28回世界競歩チーム選手権 大倉（中国） 18～20 第88回九州学生対校選手権 博多の森（福岡）

6 GP 木南道孝記念 ﾔﾝﾏｰｽﾀｼﾞｱﾑ長居（大阪） 19～20 第61回九州実業団 鞘ケ谷（福岡） 11～13 久・嘉・博・鞘 19～20 四種競技チャレンジ記録会 鞘ケ谷

13 第２8回仙台国際ハーフマラソン 宮城 20 第16回小郡長距離フィールド大会 小郡

20 ゴールデングランプリ ﾔﾝﾏｰｽﾀｼﾞｱﾑ長居（大阪） 26～27 北九州市小中学生記録会 鞘ケ谷

調整中 2018アジアグランプリ 調整中 25～27 博多の森 27 第5回大牟田小・中学生記録会 大牟田 27 北九州市障害者体育大会 本城

第64回全日本中学通信陸上 各地 2 第２回学連競技会 平和台（福岡） 2 第1回中部記録会 博多の森 3 福岡県定時制通信制陸上 博多の森

3 GP 布施スプリント 布施総合（鳥取） 2 北九州下関地区学生 鞘ケ谷 4 久留米市中学 久留米

3 GP 田島記念陸上 維新百年記念（山口） 10 阿蘇（熊本） 2～3 北九州市民選手権 鞘ケ谷 5 大牟田市中学 大牟田 9 嘉飯地区中学陸上 嘉穂

7～10 2018アジアジュニア選手権 岐阜（岐阜） 10 阿蘇（熊本） 2～3 第3回筑豊ジュニア陸上 嘉穂 9 糸島区中学 平和台

15～17 2018日本学生個人 honan BMW平塚（神奈川） 14～17 第71回全国高校陸上北九州 2～3 第31回久留米陸上競技選手権 久留米 9～10 北九州市中学各区 鞘ケ谷

16～17 長野市営（長野） 14～17 第71回全国高校陸上南九州 県総合（沖縄） 9～10 第49回福岡市民陸上競技大会 博多の森 10 筑紫区中学 小郡

16～17 第34回U20日本選手権混成 長野市営（長野） 15 筑後地区中学 久留米

22～24 16～17 第8回福岡県中学選手権 博多の森 20 粕屋区中学 博多の森

24 第33回サロマ湖100㎞ウルトラマラソン 北海道 17 第34回全国小学生県予選 博多の森 21 宗像区中学 本城

29～7/1 県総合（沖縄） 23～24 久・嘉・博・鞘 23 京築地区中学 豊津

8 GP 第31回南部記念陸上 厚別（北海道） 7～8 第６４回全日本中学通信陸上福岡県大会 本城

8 第5回日中韓3ケ国交流陸上 厚別（北海道） 7～8 第73回国体選考会 博多の森 14～16 福岡市中学 博多の森

10～15 21～22 第55回九州高専陸上 えがおスタ（熊本） 7～8 博多の森 15～16 北九州市中学 鞘ケ谷

21 第58回実業団・学生対抗 15 第8回小郡サマー陸上大会 小郡 21 筑前地区中学 博多の森

22 諫早（長崎） 21～22 筑豊地区中学 嘉穂

27～28 第70回福岡県中学陸上 本城 29 久留米記録会 久留米

2～6 第71回全国高校陸上 8～10 第40回九州中学陸上 県総合（佐賀） 4 第2回鞘ケ谷記録会 鞘ケ谷 5 第31回スポレクマスターズ 博多の森

10～12 第53回全国定通制高校陸上 駒沢（東京） 5 第8回嘉麻ナイター 嘉穂 9～13 国体強化合宿 県外

5 第43回蔵王坊平クロスカントリー 上山（山形） 調整中 県外

18 第34回全国小学生陸上 日産スタジアム（神奈川）

18～21 第45回全国中学陸上 県総合（岡山） 11～13 JAAFジュニアコーチ講習会 博多の森

18～19 第53回全国高専陸上 えがおスタ（熊本） 17～19 第73回九州選手権 博多の森（福岡）

25～26 第6回全国高校陸上選抜 25 第3回鞘ケ谷記録会 鞘ケ谷

20～29 2018アジア競技大会 ジャカルタ（インドネシア） 26 第19回大牟田サマー陸上競技大会 大牟田

26 2018北海道マラソン 北海道 25 博多の森 26 博多の森

31～9/1 北九州市小中学生記録会 鞘ケ谷

5 デカネーション ソットビル（フランス） 1～2 小・嘉・博・本 8～9 国体強化合宿 本城

7～9 第87回日本学生対校 等々力（神奈川） 14～16 第46回九州学生選手権 平和台（福岡） 15～16 第39回福岡県高校新人陸上 博多の森 8～9 福岡市小中学生記録会 博多の森 15 京築地区中学新人陸上 豊津 8 ゆうあいピック 久留米

8 16 第21回小郡陸上大会 小郡 19 久留米市中学新人陸上 久留米 9 豊津

8～9 第3回コンチネンタルカップ オストラバ（チェコ） 19 大牟田市中学新人陸上 大牟田 15 嘉飯地区中学新人陸上 嘉穂

21～23 第66回全日本実業団 22 筑紫区中学駅伝 春日公園 17 トライアウト 博多の森

22～24 第39回全日本マスターズ 布施総合（鳥取） 25 粕屋区中学駅伝 博多の森 22 ｷｯｽﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｹﾞｰﾑｽﾞin北九州 鞘ケ谷

29 筑豊地区中学新人陸上 嘉穂 24 博多の森

23 福岡県民体育大会 小郡 29～30 福岡市中学新人 博多の森 23 ジュニアオリンピック練習会 博多の森

29～30 北九州市中学新人 本城 22～23 国体強化合宿 博多の森

30 アグリ杯高校駅伝 ｱｸﾞﾘﾊﾟｰｸ 23 北九州市中学駅伝練習会 本城

5～9 第73回国民体育大会 福井県営（福井） 6～7 北九州市民体育祭陸上 鞘ケ谷 1 筑後地区中学新人陸上 久留米

6～18 第3回ユースオリンピック 13～14 第3回九州学生新人陸上 島原（長崎） 7 第2回中部記録会 博多の森 2 糸島区中学駅伝 博多の森

8 第30回出雲全日本大学選抜駅伝 島根 11～13 第36回九州高校新人陸上 13～14 第17回博多の森カーニバル 博多の森 6 北九州市各区中学駅伝 本城他 14 豊津

12～14 第49回ジュニアオリンピック 日産スタジアム（神奈川） 6 筑前地区中学新人陸上 博多の森

19～21 第34回U20日本選手権 瑞穂（愛知） 17 筑前地区中学駅伝 博多の森

19～21 第12回U18日本選手権 瑞穂（愛知） 21 第36回福岡県中学新人陸上 博多の森 20 第4回鞘ケ谷記録会 鞘ケ谷 18 大牟田市中学駅伝 諏訪公園

21 第57回全日本50㎞競歩高畠 山形 21 21 福岡県秋季記録会（高校生） 鞘ケ谷 21 第13回小郡陸上選手権大会 小郡 20 福岡市中学駅伝 博多の森

28 第36回全日本大学女子駅伝 宮城 20 北九州市中学駅伝 本城

27～28 第102回日本選手権リレー 本城（福岡） 27～28 北九州カーニバル陸上 本城 25 筑後地区中学駅伝 諏訪公園

27 筑豊地区中学駅伝 直方

27 京築地区中学駅伝 行橋

3 第55回九州実業団駅伝 4 嘉穂

4 第50回全日本大学駅伝 愛知・三重 4 福岡県秋季記録会（中学生） 博多の森

4 小学生秋季大会 博多の森

10 福岡県中学駅伝 アグリパーク 11 大牟田秋季記録会 大牟田

11 第34回東日本女子駅伝 福島 11 福岡マラソン2018 福岡→糸島 11 第5回鞘ケ谷記録会 鞘ケ谷

18 第8回神戸マラソン 神戸（兵庫） 18 嘉麻（福岡） 17 都道府県対抗駅伝選考会(中学生) 博多の森

25 第38回全日本実業団女子駅伝 宮城 17 第１回長距離記録会 博多の森

25 第8回大阪マラソン 大阪 18 第5回福岡駅伝 筑後広域公園 23 福岡市陸上教室 博多の森

24 鞘ケ谷 24 第6回鞘ケ谷記録会 鞘ケ谷 24or25 嘉穂

2 第72回福岡国際マラソン 福岡 1 島原（長崎）

9 1 島原（長崎） 9 福岡陸協地区陸上教室 鞘・博・嘉・久

9 2018長崎陸協競歩 県立総合（長崎） 1 西都（宮崎） 8 高校新人駅伝 本城･久留米･直方･大濠 15 小学生クラブ指導者研修会 博多

9 希望が丘（滋賀） 2 第34回NAHAマラソン 那覇市（沖縄） 16 第72回福岡県選手権（10㎞・5㎞） 大牟田 15～16 国体指定選手合宿 博多の森

9 第4回さいたま国際マラソン 埼玉 16 オール福岡選抜練習会 博多の森

16 第26回全国中学駅伝 希望が丘（滋賀） 15 第２回長距離記録会 平和台 18 大牟田市中学新人駅伝 諏訪公園

16 第49回防府読売マラソン 山口

23 第37回山陽女子ロードレース 岡山 23 小学生交流駅伝 嘉穂

23 第69・30回全国高校駅伝 京都 24 北九州市民駅伝 本城

30 2018全日本大学女子選抜駅伝 静岡 24 陸上競技教室 本城

1 第67回元旦競歩 東京 12 筑前地区中学新人駅伝 博多の森 6 第34回大牟田駅伝 諏訪公園

1 第63回全日本実業団駅伝 群馬 12 北九州市各区中学新人駅伝 本城他 5～6 都道府県対抗駅伝選手合宿 鞘ケ谷

13 第37回都道府県対抗女子駅伝 京都 16 筑後地区中学新人j駅伝 諏訪公園 13～14 国体指定選手合宿 博多の森

20 第24回都道府県対抗男子駅伝 広島 20 19 京築地区中学新人駅伝 行橋 13 オール福岡選抜練習会 博多の森

27 第38回大阪国際女子マラソン 大阪 20 福岡市中学新人駅伝 博多の森 13 キッズニューイヤーEKIDEN 本城

27 2019大阪ハーフマラソン 大阪 26 筑豊地区中学新人駅伝 直方 27 久留米ロードレース 久留米

27 行橋シーサイドハーフマラソン 行橋 26 北九州市中学新人駅伝 本城 27 第73回直鞍一周駅伝 直方・宮若・鞍手・小竹

2～3 2019U20日本室内大阪 大阪城ホール（大阪）

3 第68回別大マラソン 大分 3 西日本中学駅伝 大牟田

3 第73回香川丸亀国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 香川

10 第59回唐津10マイル 佐賀 9～10 国体指定選手合宿 博多の森

10 第47回実業団ハーフマラソン 山口 10 第57回延岡西日本マラソン 延岡（宮崎） 9 福岡県中学新人駅伝 博多の森 10 オール福岡選抜練習会 博多の森

10 昭和の森（千葉）

17 第102回日本選手権20㎞競歩 兵庫 17 熊日30Km 熊本（熊本） 17 北九州マラソン2019 北九州

17 第53回青梅マラソン 東京 17 第27回おきなわマラソン 沖縄（沖縄） 17 久留米市少年健全育成駅伝 久留米

17 2019第7回熊本城マラソン 熊本

17 2019京都マラソン 京都

23 24 第67回鹿島祐徳ハーフマラソン 鹿島（佐賀）

23 調整中 第29回九州マスターズ駅伝 調整中

3 2019東京マラソン 東京 3 玉名（熊本）

10 第22回日本学生ハーフマラソン 東京 3 ロングディスタンストライアルin嘉穂 嘉穂 3 福岡陸協地区陸上教室 嘉穂

10 2019名古屋ウィメンズマラソン 愛知 10 嘉麻シティーマラソン 嘉穂 10 福岡陸協地区陸上教室 博多の森・久留米

17 能美（石川） 17 アグリロードレース ｱｸﾞﾘﾊﾟｰｸ

17 第43回全日本競歩能美 能美（石川） 21 福岡陸協地区陸上教室 鞘ケ谷

17 第13回日本学生20㎞競歩 能美（石川） 22～24 国体指定選手合宿 博多の森

17 第22回日本学生女子ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 島根 24 第41回福岡小郡ハーフマラソン大会 小郡 25～27 オール福岡選抜練習会 博多の森

30 24 大牟田春季記録会 大牟田

調整中 第74回びわ湖毎日マラソン 滋賀 30 第7回鞘ケ谷記録会 鞘ケ谷

※国際陸連・日本陸連関係で日程調整中・未定等の記載がありますが、３月の日本陸連の理事会で正式決定されます。３月末に陸連ホームページで発表される正式な日時・会場を確認ください。

２０１８年（平成３０年）度　競技会日程
国際陸連・日本陸連関係 九州陸協関係 福岡陸協主催 福岡陸協関係 その他（小・中・高） その他

競技会名 競技会名 競技会名 競技会名 競技会名 競技会名

４月

GP 第27回金栗記念選抜中・長距離 えがおスタ（熊本）

ユニバ記念（兵庫）

５月

GP 第29回ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｹﾞｰﾑｽﾞinのべおか 第29回ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｹﾞｰﾑｽﾞinのべおか

第71回全国高校陸上ﾌﾞﾛｯｸ予選

第71回全国高校陸上福岡県予選

第102回日本陸上競技選手権 維新百年記念（山口）

第71回西日本学生陸上競技対校選手権大会 第65回福岡県高等学校学年別選手権ﾌﾞﾛｯｸ予選大会

７月
第17回U20世界陸上競技選手権 タンペレ（フィンランド） 第65回福岡県高等学校学年別選手権大会

Shonan BMW平塚（神奈川）

第35回九州マスターズ陸上競技選手権

６月

第50回全日本大学駅伝九州地区予選

大銀ドーム（大分）

第102回日本陸上競技選手権混成

８月

三重交通Gスポーツの森伊勢（三重）

都道府県対抗駅伝候補者選手長距離合宿

ヤンマーフィールド長居（大阪）

第49回ジュニアオリンピック最終選考会 福岡市･北九州市･下関市対抗中学陸上

９月

第39回福岡県高校新人陸上ﾌﾞﾛｯｸ予選

第30回IAU１００Km世界選手権 スペティマーティン（クロアチア） 第27回京築陸上選手権「ニッサンカップ」

ヤンマーフィールド長居（大阪）

第23回福岡市障がい者スポーツ大会

U16陸上競技クリニック・指導者研修会

１０月

ブエノスアイレス（アルゼンチン）

大銀ドーム（大分） 第25回みやこ町陸上競技大会｢白川記念｣

第38回実業団女子駅伝統一予選会 宗像・福津（福岡）

１１月

北九州若松（福岡） 第69・30回全国高校駅伝福岡県予選

第71回九州高校男子駅伝・第30回九州高校女子駅伝

都道府県対抗駅伝選考会(高男・一高女)

１２月

第36回九州学生駅伝対校選手権

第21回小学生クロスカントリーリレー 万博記念公園（大阪） 第18回九州学生女子駅伝対校選手権

第38回九州中学男子・第30回九州中学女子駅伝

第30回全日本びわ湖クロスカントリー

１月 第30回選抜女子駅伝北九州大会 北九州(福岡）

２月
第4回全国中学生クロスカントリー

第102回日本選手権ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 海の中道（福岡）

第34回U20日本選手権ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 海の中道（福岡）

３月

第70回金栗杯玉名ハーフマラソン

2019アジア陸上競技選手権・２０㎞競歩

第43回世界クロスカントリー選手権 ｵｰﾌｽ(ﾃﾞﾝﾏｰｸ)



１.

２.

３．

４．

記入方法①　男子は黒字で女子は赤字で記入してください。
②　個票に過去１年以内の最高記録を記入してください。

  （福岡県選手権及び国体選考会については、大会名、年月、場所も記入のこと）

５．

６．

７．

８．

９．

10．

11．福岡県以外の登録競技者の競技会への出場は原則として認めません。

12．申し込み先

平和台・博多の森・宇美会場 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前２－１－１ 福岡朝日ビル２Ｆ 福岡陸上競技協会宛

本城・鞘ケ谷会場 〒804-0031 北九州市戸畑区東大谷一丁目20-25-3F 山根常靖宛

久留米会場 〒839-0041 久留米市御井旗崎３－１２－３０ 手島 徹宛

小郡会場 〒838-0136 小郡市上西鯵坂４７９－１ 小郡陸協理事　 寺崎 繁宛

嘉穂会場 〒820-0011 飯塚市柏の森92－139 中村久充宛

メール申込み　ork.kogane@gmail.com 江口洋一宛

中学生の登録（ナンバーカード代を含む）について

福岡陸協事務局 〒８１２－００１１

福岡市博多区博多駅前２－１－２　福岡朝日ビルB２

TEL・FAX 092-474-0002

ホームページ　http://www.fukuriku.com/

　福岡陸協主催の競技会（記録会・県中学選手権・ジュニアオリンピック最終選考会・通信陸上・福岡県選手権・国体選考
会）については、日本陸連登録が義務づけられます。つきましては、新１年生から下記の通り、登録費（ナンバーカード代
を含む）８００円が必要です。なお、新２・３年生については現在のナンバーカードを使用してください。紛失、新規加入
者は新たにナンバーカードを購入してください。

平 成 30 年 度 陸 上 競 技 会 に つ い て

県選手権 一般十哩,高校10km,女子5km

平成30年度陸上競技会の日程は、裏面のとおりです。なお、陸協のホームページを設けていますので、ご利用ください。
（http://www.fukuriku.com/）競技会ごとの案内はいたしませんので、要項を熟読の上、遺漏のないようにしてください。

競技会の申込みには、必ず陸協指定の用紙（一覧表ならびに個票）で申込みください。書類不備のものは受理できません。
（ただし、大会によっては別の形式の場合もあります。）

大会申込み料について、参加料ではございません。申込み料です。やむを得ず棄権の場合でも必ず申込み料をお支払いくだ
さい。

競技会出場に際しては健康診断を受けておくこと。大会中に生じた事故については応急処置は行うが、それ以後は各人で責
任をもってください。

競技時間は、原則としてプログラム編成後、福岡陸協のホームページならびに、主催者のホームページに掲載するので、各
自ダウンロードすること。電話による競技場（管理事務所）、陸協事務局への問い合わせはご遠慮ください。

福岡陸協主催や関係競技会の要項（種目、申込締切日、申込先など）を掲載した「平成30年度陸上競技会のご案内」という
冊子（一部 千円）を作成いたしております。要項のほか陸協指定申込用紙、県最高記録（一般、高校、中学）を掲載いた
しております。

本誌は４月の各記録会受付にて配布いたします。また郵送でもお求めいただけます。詳しくは陸協ＨＰを御覧ください。

競技会に出場するには登録競技者でなければなりません。

ナンバーカードは登録番号とする。なお5月の福岡県選手権大会までは、前年度の登録番号を使用すること。

競技会に参加しようとする競技者は、スポーツ障害保険に加入しておいてください。

申込み締め切り日までに必着となっています。遅れた場合は受理できません。
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