
月 日 競　技　会 会　場 日 競　技　会 会　場 日 会　場 日 競　技　会 会　場
7(土) ★ GP 金栗記念選抜中･長距離大会 県民総合(熊本) 7（土)10:00～ 県陸協主催審判講習会 (県陸協) 諫　早 7(土)午後 島原半島審判講習会 島　原
15(日)   102 日本選手権50㎞競歩 石　川 7(土) ★GP金栗記念選抜中･長距離 えがおｽﾀ（熊本） 8(日) 長崎市審判講習会 長  崎
15(日)   20 長野マラソン 長　野 7(土) 第1回学連競技会 福岡大学(福岡) 8(日) 佐世保市審判講習会 西海学園高

15(日) 第1回県記録会(兼)国体予選 (強化部) 諫　早
21(土)～22(日) ★ GP  72出雲陸上 浜山(島根) 8(日) 71全九州都市対抗陸上 大牟田(福岡) 14(土) 対馬市審判講習会 対　馬
21(土)～22(日) ★ GPP Tokyo conbined events 駒沢（東京） 21(土) 47ながさきﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ(兼)国体予選 (事務局) 諫　早 14(土) 佐世保市春季記録会 佐世保

22(日) ★ GPP 兵庫ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ ﾕﾆﾊﾞｰ記念(兵庫)
22(日) ★ 8 ぎふ清流マラソン 岐阜 28(土) 第23回おおむら陸上競技ｶｰﾆﾊﾞﾙ 大　村

28(土)～29(日・祝) ★ GPP 織田記念陸上 広域公園(広島) 29(日・祝) 6長崎スプリントゲーム(兼)国体予選 (強化部) 諫　早 28(土) ﾘﾚ-ｶ-ﾆﾊﾞﾙｉｎ五島 五島市
29(日・祝) ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 上五島

3(木・祝) ★ GPP 静岡国際陸上 エコパ(静岡) 3(木・祝) 26島原半島陸上競技選手権 島　原
5(土・祝) ★ GP 水戸招待陸上 Kスタ水戸(茨城) 5(土・祝) ★ GPｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｹﾞｰﾑｽﾞinのべおか 延岡(宮崎) 3(木・祝) 駒場ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ 長  崎
5(土・祝) ★ GP ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｹﾞｰﾑｽﾞinのべおか 延岡(宮崎) 6(日) 長崎県小学生記録会 (強化部) 諫  早

5（土・祝）～6（日） 　　28 世界競歩チーム選手権 太倉（中国） 5(土・祝) 佐世保市民選手権 佐世保
6(日) ★ GP 木南道孝記念 ﾔﾝﾏｰｽﾀｼﾞｱﾑ長居(大阪) 18(金)～20(日) 88九州学生対校選手権 博多の森（福岡） 19(土)～21(月) 長崎県選手権(兼)国体一次予選 (事務局) 諫  早 5(土・祝) 29長与町総合運動公園陸上競技大会 長　与

19(土)～20(日) 61九州実業団陸上選手権 鞘ヶ谷(福岡)
13(日) ★  28 仙台国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 宮　城 13(日) 北松・平戸審判講習会
20(日)   ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ ﾔﾝﾏｰｽﾀｼﾞｱﾑ長居(大阪) 19(土) 西彼杵郡陸上大会 長　与

27(日) 18長崎県障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会 諫　早 26(土) 上五島審判講習会 上五島
調整中 アジアグランプリ 調整中

  64全日本中学通信陸上 各　地 2(土) 第2回学連競技会 平和台(福岡) 1(金) 70県高校総体(開会式) (高体連) 佐世保
3(日) ★  GP 布施スプリント 布施総合（鳥取） 2(土)～5(火) 70県高校総体 (高体連) 諫  早
3(日) ★  GP 田島記念陸上 維新百年記念(山口) 10(日) 36全日本大学女子駅伝九州地区予選 阿蘇（熊本） 9(土)～10(日) 長崎市中総体 長  崎

7(木)～10(日) 　　18　アジアジュニア選手権 岐阜(岐阜） 10(日) 50全日本大学男子駅伝九州地区予選 阿蘇（熊本） 9(土)～10(日) 佐世保市中総体 佐世保
9(土)～10(日) 諫早市中総体 諫　早

15(金)～17(日) ○ ’18日本学生個人 Shonan BMW平塚 12(火) 諫早市中総体 諫　早
16(土)～17(日)   102日本陸上競技選手権混成 長野市営(長野) 14(木)～17(日) I・H北九州 大分 23(土) 中学4種競技 (中体連) 諫  早 12(火) 西海市・西彼杵郡中総体 長  崎
16(土)～17(日)   34 U20日本選手権混成 長野市営(長野) 14(木)～17(日) I・H南九州 沖縄 23(土) 第1回ﾅｲﾀｰ陸上(兼)国体予選 (強化部) 諫　早 13(水) 大村市中総体 大　村

16(土) 壱岐市中総体 壱　岐
22(金)～24(日)   102 日本陸上競技選手権 維新百年記念（山口） 24(日) 34日清カップ全国小学生陸上予選 (事務局) 諫　早 17(日) 松浦市中総体 佐世保

24(日) ★ 33 ｻﾛﾏ湖100kmｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝ 北海道 19(火) 東彼杵郡中体連 波佐見中
22(金) 島原市中総体 島　原

29(金)～7/1(日) 71　西日本学生陸上競技対校選手権大会 沖縄 27(水) 雲仙市・南島原市中総体 諫　早

7(土)～8(日) 64全国中学通信陸上長崎県大会 (中体連) 諫　早 1(日) 対馬島民体育大会(予定） 対　馬
8(日) ★ GP 南部記念陸上 厚別(北海道) 7(土)～8(日) 17高校陸上選手権 (高体連) 佐世保
8(日)  5 日中韓3カ国交流 厚別(北海道)

10(火)～15(日) 　17 U20世界陸上競技選手権 ダンペレ（ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ） 14(土)～15(日) 55九州高専陸上 えがおｽﾀ（熊本）
15(日)～16(月・祝) 73国体予選 (事務局) 諫  早

21(土) ★  58実業団・学生対抗陸上 Shonan BMW平塚
22(日) 35　九州ﾏｽﾀｰｽﾞ陸上競技選手権大会 諫早（長崎） 22(日) 31長崎ﾏｽﾀｰｽﾞ陸上　35九州マスターズ陸上 (ﾏｽﾀｰｽﾞ) 諫　早

28(土)～29(日) 中学総体陸上 (中体連) 諫　早
2(木)～6(月) 　　71 全国高校陸上 三重交通Ｇｽﾎﾟｰﾂの杜伊勢

5(日) ★ 43 蔵王坊平ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 上山(山形) 9(木)～10(金) 40　九州中学陸上 佐賀
10(金)～12(日) 　　53 全国定通制高校陸上 駒沢(東京) 11(土・祝) 長崎スターレディースキャンプ　mixﾄﾗｲｱﾙ+講話　　　　  (女性部） 諫　早

10(金)～11(土) 佐世保地区高校新人 佐世保
18(土) 　　34 全国小学生陸上 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ(神奈川) 17(金)～19(日) 73　九州陸上競技選手権大会 博多の森(福岡) 18(土) 第2回ﾅｲﾀｰ陸上 (強化部) 諫　早

18(土)～21(火) 　　45 全国中学陸上 県総合（岡山）
18(土)～19(日) 　　53 全国高専陸上 県民総合（熊本） 18(土)～19(日) 53　全国高専陸上 えがおｽﾀ（熊本）
25(土)～30(木) 　　18　アジア競技大会 ジャカルタ（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ） 25(土） 中地区高校新人陸上 (中地区高校) 島　原

25(土)～26(日) 中学新人陸上・ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ選考会 (中体連) 諫　早 25(土) 五島列島夕やけマラソン 五島市
25(土)～26(日) 　　6 全国高校陸上選抜 ﾔﾝﾏｰﾌｨｰﾙﾄﾞ長居(大阪)

26(日) ★ 18 北海道マラソン 北海道
5(水）    デカネーション ソットビル(フランス) 1(土) ナイター陸上 壱　岐

8(土) 西海市陸上競技選手権 大瀬戸町
6(木)～9(日) ○ 87 日本学生対校 等々力（神奈川） 14(金)～16(日) 県高校新人 (高体連) 諫　早 9(日) 五島市民体育大会 五島市

8（土） 　　30 IAU100km世界選手権 ｽﾍﾞﾃｨﾏｰﾃｨﾝ（ｸﾛｱﾁｱ） 14(金)～16(日) 46　九州学生陸上競技選手権大会 久留米(福岡）  16(日) 第3回ﾅｲﾀｰ陸上 (強化部) 諫　早 9(日) いさはやミニトライアスロン・リレー大会 小野島(諫早）
8(土)～9(日) 　　3 コンチネンタルカップ オストラバ（チェコ） 15(土) 西彼杵郡中長距離記録会 未定
21(金)～23(日) ★ 66 全日本実業団 ﾔﾝﾏｰｽﾀｼﾞｱﾑ長居(大阪) 17(月・祝) 長崎地区中学新人陸上 長  崎

ﾔﾝﾏｰﾌｨｰﾙﾄﾞ長居(大阪) 24(月・祝) 第48回長崎県ｼﾞｭﾆｱ陸上競技選手権大会 (諫早) 諫　早 22(土) 第13回平戸市民陸上競技選手権 平　戸
22(土)～24(月・祝) ★ 39 全日本マスターズ 布勢総合（鳥取） 23(日) 45長崎せちばるロードレース大会 世知原(佐世保）

29(土) 対馬小学生駅伝大会 対　馬
30(日) 諫早市陸上競技選手権大会 諫　早

5(金)～9(火) 　　73 国民体育大会 福井県営（福井） 2(火) 長崎市中学校駅伝 長　崎
2(火) 諫早市中学駅伝 諫　早

6(土)～18(木) 　　３ユースオリンピック ﾌﾞｴﾉｽｱｲﾚｽ（ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ） 3(水) 雲仙市・南島原市中学駅伝 諫　早
8(月･祝) ○ 30 出雲全日本大学選抜駅伝 島　根 3(水) 大村市中総体駅伝 諫　早

4(木) 西海市・西彼杵郡中学駅伝 諫　早
12(金)～14(日) 　　49 ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ(神奈川) 12(金)～14(日) 36　九州高校新人陸上 大分
19(金)～21(日) 　　34 U20日本選手権 瑞穂(愛知) 13(土)～14(日) 3　九州学生陸上競技新人選手権大会 島原（長崎） 13(土) 第4回ナイター陸上 (強化部) 諫　早 7(日) 佐世保市民体育祭 佐世保
19(金)～21(日) 　　12 U18日本選手権 瑞穂(愛知) 8(月・祝) 長崎市民体育･ﾚｸﾘｨｴｰｼｮﾝ祭 長　崎

21(日) 38全日本実業団対抗女子駅伝予選会 宗像･福津(福岡) 14(日) いさはやレディスロードレース大会 諫早市
27(土)～28(日) 　　102 日本選手権ﾘﾚｰ 北九州市本城（福岡） 20(土) 日清カップ　全国小学生クロカンリレー長崎県予選 (小学) 諫　早 14(日) 壱岐市民体育大会 壱　岐
27(土)～28(日)   GP 北九州陸上カーニバル 北九州市本城（福岡） 14(日) 第42回佐世保地区ｼﾞｭﾆｱ陸上 佐世保

20(土) 長崎市陸上競技選手権大会 長　崎
28(日) ★ 57 全日本50㎞競歩高畠 山　形 20(土) 長与町陸上競技大会･長与町ﾏｽﾀｰｽﾞ陸上 長　与
28(日) ○ 36 全日本大学女子駅伝 宮　城 20(土) 壱岐市ウルトラマラソン 壱　岐

21(日) 対馬ｼﾞｭﾆｱ陸上選手権 対　馬
21(日) 第37回島原ｼﾞｭﾆｱ陸上競技大会 島  原
27(土) 東彼杵郡内小学生陸上記録会 そのぎシーサイド

27(土) 佐世保市秋季記録会 佐世保
2(金) 70･33県高校駅伝 (高体連) 小  浜

4(日) ○ 50 全日本大学駅伝 愛知・三重 3(土) 55　九州実業団毎日駅伝 北九州市（福岡） 4(日) 第2回県記録会 (強化部) 諫　早
11(日) ★ 34 東日本女子駅伝 福　島 8(木) 県中学駅伝 (中体連) 諫　早 18(日) はさみ林道マラソン大会 波佐見町

18(日) 71　九州高校男子駅伝 嘉麻（福岡） 10(土)～11(日) 69県民体育大会 (事務局) 佐世保 18(日) 長崎ﾍﾞｲｻｲﾄﾞﾏﾗｿﾝ･ｳｵｰｸ 長  崎
18(日) ★ 8 神戸ﾏﾗｿﾝ 兵　庫 18(日) 30　九州高校女子駅伝 嘉麻（福岡） 23(金・祝) 龍馬ゆかりのマラソン大会 上五島
25(日) ★ 38 全日本実業団女子駅伝 宮　城 23(金・祝) 都道府県対抗男女駅伝中学選考会 (強化部) 諫　早 23(金・祝) 対馬ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会 対　馬
25(日) ★ 8 大阪ﾏﾗｿﾝ 大　阪 23(金・祝) 第19回ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙinながさき (強化部) 諫　早 24(土) 19長与CUP小学生駅伝大会 長　与

23(金・祝) 長崎スターレディースキャンプ　第1回練習会+講話  (女性部） 諫　早
2(日) 　　72 福岡国際マラソン 福　岡 1（土） 38　九州中学男子駅伝 西都（宮崎）
9(日) 　　4　さいたま国際ﾏﾗｿﾝ 埼　玉 1（土） 30　九州中学女子駅伝 西都（宮崎） 1(土) 九州学生(36男･18女)駅伝 (島原) 島原(長崎) 2(日) 諫早市民駅伝競走大会 諫　早
9(日) 　　21 全国小学生ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰﾘﾚｰ 万博記念公園(大阪) 1（土） 36　九州学生男子駅伝 島原(長崎) 2(日) 壱岐小学生駅伝 壱　岐
9(日) ★ ’18 第9回長崎陸協競歩 県立総合(長崎) 1（土） 18　九州学生女子駅伝 島原(長崎) 9(日) 五島岐宿八朔ロードレース 五島市

8(土)～9(日) 2018「めざせｵﾘﾝﾋﾟｯｸ」事業 諫　早 9(日) 上五島駅伝ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 上五島
2(日) 70　福岡国際マラソン 福　岡 9(日) 2018 第9回　長崎陸協競歩大会 (強化部) 諫　早 9(日) ﾛｻﾞ･ﾓﾀ杯第42回おおむらロードレース 大村公園周辺

16(日) 　　26 全国中学駅伝 希望が丘(滋賀) 2(日) 34　ＮＡＨＡマラソン 那覇市 9(日) 七ツ釜ロードレース大会 七ツ釜
16(日) ★ 49 防府読売ﾏﾗｿﾝ 山　口 22(土) 第4回NAGASAKIテトラスﾛﾝ大会 (強化部) 諫　早

23(日・祝) 30長崎マスターズロード (ﾏｽﾀｰｽﾞ) 諫　早 16(日) 鬼岳ﾏﾗｿﾝ 五島市
23(日･祝) ★ 37 山陽女子ロードレース 岡　山 16(日) 対馬縦断駅伝大会(予定） 対　馬
23(日・祝) 　　69　30 全国高校駅伝 京　都
30(日) ○ '18 全日本大学女子選抜駅伝 静　岡 23（日・祝) 第57回ふれあい健康マラソン 島　原
1(火・祝) 　　67 元旦競歩 東　京
1(火・祝) 　　63 全日本実業団駅伝 群　馬 6(日) 長崎新春駅伝 長  崎

13(日) 小柳賞佐世保シティロードレース 佐世保
13(日) 　　37 都道府県女子駅伝 京　都 13(日) 48雲仙･小浜SPAﾘｿﾞｰﾄﾏﾗｿﾝ (事務局) 小  浜 13(日) 壱岐の島新春マラソン 壱　岐

20(日) 29選抜女子駅伝北九州 小倉(北九州) 13(日) 第49回平戸縦断駅伝 平　戸
20(日) 　　24 都道府県男子駅伝 広　島 20(日) 第43回長与町ロードレース大会 長　与

20(日) 第13回島原半島地区対抗駅伝競走大会 南串山・加津佐折返し

27(日) 　　38 大阪国際女子マラソン 大　阪 19(土) 第3回平戸市小中学生駅伝フェスティバル 平戸
27(日)    '19 大阪ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 大　阪 20(日) 波佐見一周駅伝大会 波佐見町

27(日) 第51回山中杯争奪ロードレース大会 雲仙市
27(日) 五島市民駅伝大会 五島市

2(土)～3(日) ● '19 U20日本室内大阪 大阪城ﾎｰﾙ(大阪) 3(日) 68 別府大分毎日マラソン 大　分
3(日) 　　68 別大マラソン 大　分 3(日) 五島富江ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ健康ﾏﾗｿﾝ 五島市
3(日) 　　73 香川丸亀国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 香　川 10(日) 　　57延岡西日本マラソン 延岡(宮崎) 2(土) 高校新人駅伝 (高体連) 諫　早 3(日) 壱岐一周マラソン 壱　岐

10(日) 　　59 唐津10マイル 佐　賀 3(日) 県中学新人駅伝 (中体連) 諫　早
10(日) 　　59 唐津10マイル 佐　賀 10(日) いきつきロード2019 平　戸
10(日) 　　47 実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山　口 17(日) 金栗記念熊日30k 19熊本城ﾏﾗｿﾝ 熊　本 10(日) 長崎スターレディースキャンプ　第2回練習会+講話 　(女性部） 諫　早 11(月・祝) 第42回おおむら駅伝 野岳湖公園周回

17(日) 　　102 日本選手権20㎞競歩 兵　庫 17(日) 27　おきなわマラソン 那覇市(沖縄)
17(日) 　　53 青梅マラソン 東　京
17(日)  '19 熊本城マラソン 熊　本 15(金)～17(日) 68県下一周駅伝 (事務局) 県　下
17(日)  '19 京都マラソン 京　都 23(土)   102 日本選手権クロスカントリー 海の中道海浜公園(福岡)

17(日) ★ 30 全日本びわ湖ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 希望が丘(滋賀) 23(土)   34 Ｕ20日本選手権クロスカントリー 海の中道海浜公園(福岡)

17(日) 　4 全国中学生クロスカントリー 希望が丘(滋賀) 24(日) 68　祐徳ハーフマラソン 鹿島(佐賀) 24(日) 五島三井楽つばきﾏﾗｿﾝ 五島市
23(土)   102 日本選手権クロスカントリー 海の中道海浜公園(福岡) 調整中 29　九州各県対抗マスターズ駅伝 調整中
23(土)   34 Ｕ20日本選手権クロスカントリー 海の中道海浜公園(福岡)

3(日)  '19 東京マラソン 東　京

10(日) ○ 22 日本学生ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 東　京 　　3(日) 　70　金栗杯玉名ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 玉名(熊本) 2(土) 諫早市中学陸上新人大会 諫　早
10(日)     74 びわ湖毎日マラソン 滋　賀 3(日) 川棚町町内一周駅伝大会 川棚町
10(日)  ’19 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ 愛　知 17(日) 第3回県記録会 (強化部) 諫　早
17(日) ○ 13 日本学生20㎞競歩 能美(石川) 9(土) かきどまりクロスカントリー 長　崎
17(日) 　　43 全日本競歩能美 能美(石川) 9(土) 大村市陸上競技記録会兼中学校新人 大　村
17(日) 　　 アジア陸上競技選手権・20㎞競歩 能美(石川)

21(木・祝) 第40回波佐見ロードレース大会 波佐見町
17(日) ★ 22 日本学生女子ハーフマラソン 島　根

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）
●日本陸連主催大会
△国際大会

2018年度(平成30年度）　　競技日程表　　　一般財団法人長崎陸上競技協会（2018.4～2019.3） 2018年（平成30年）8月21日現在

日本陸連主催・後援・協力団体 九　州　陸　協　関　係 長　崎　陸　協　関　係 郡　市　陸　協　関　係
競　技　会
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4月

5月

6月

7月

8月

3月

★日本陸連後援大会 強調文字は日本陸連公認競技会・・・・・・・・・・・網かけは、2017年開催分で、現時点で未定の競技会○協力団体主要競技会

9月

10月

11月

12月

2019
1月

2月


