２０１７年（平成２９年）度 競技会日程
国際陸連・日本陸連関係
期日

競技会名

九州陸協関係
場所

期日

競技会名

福岡陸協主催
場所

1 第26回金栗記念選抜中・長距離 県民総合（熊本）
16 第101回日本選手権50㎞競歩 石川

2 第1回学連競技会

福岡大学（福岡）

16 第19回長野マラソン

9 第70回九州都市対抗

大牟田（福岡）

22～23 第3回ワールドリレーズ
４月 22～23 第71回出雲陸上
23 GP①兵庫リレーカーニバル

長野

期日

競技会名

浜山（島根）

場所

8～9 福岡県春季記録会

本城

9 福岡県春季記録会

嘉穂

15～16 西日本記録会
16 西日本記録会

ナッソー（バハマ）

福岡陸協関係

22～23 朝日記録会

調整中 アジアマラソン選手権
3 GP③静岡国際陸上

5 2017水戸招待陸上
５月

中国＊未定

19～22

第２回アジアユース陸上競技選手権

29～30 第70回福岡県選手権

Kスタ水戸（茨城）

6

第28回ゴールデンｹﾞｰﾑｽﾞinのべおか

1～2 福岡市小中学生記録会

22 九州山口医科大学陸上

久留米

23 小郡記録会

小郡

9～11 2017日本学生個人

3 福岡県身障者陸上

博多の森

7 小郡長距離フィールド大会

小郡

7 第25回豊津陸上競技会

豊津

博多の森

3～4 第30回久留米陸上競技選手権 久留米

4 福岡県定時制通信制陸上

博多の森

3～4 第2回筑豊ジュニア陸上

嘉穂

5 久留米市中学陸上

久留米
大牟田

8 大牟田市中学陸上

平塚（神奈川）

3 北九州地区大学体育大会

鞘ケ谷

10 嘉飯地区中学陸上

嘉穂

鞘ケ谷

10 糸島区中学陸上

平和台

10 筑紫地区中学陸上

小郡

10 京築地区中学陸上

豊津

16 筑後地区中学陸上

久留米

17 遠賀･中間地区中学陸上

本城

10～11 北九州市民選手権

10～11 第31回福岡市民総合スポーツ大会 博多の森

第49回全日本大学駅伝九州地区予選

平和台（福岡）

17

第35回全日本大学女子駅伝九州地区予選

平和台（福岡）

24～25 第7回福岡県中学選手権
25 第33回全国小学生県予選

ヤンマーフィールド（大阪）

北海道

本城
本城

17～18 北九州市中学各区
21 糟屋地区中体連陸上

24～25 第64回福岡県高等学校学年別選手権ブロック予選大会 久・嘉・博・鞘

未定（中国）

8～9

調整中 第30回南部記念陸上

厚別（北海道）

8～9 第71回国体選考会

博多の森

8～9

博多の森

15～16 第54回九州高専陸上

本城（福岡）

第６３回全日本中学通信陸上福岡県予選

第64回福岡県高等学校学年別選手権大会

16 小郡サマー陸上大会

4～13 第16回世界陸上競技選手権 ロンドン（イギリス）

5～7 第39回九州中学陸上

博多の森

県総合（宮﨑）

6 第42回蔵王坊平クロスカントリー 上山（山形）

30 久留米記録会
5 第2回鞘ケ谷記録会

6 全国歯科大学体育大会

博多の森

博多の森

16～17 北九州市中学陸上

鞘ケ谷

15～16 筑豊地区中学陸上

嘉穂

８月

鞘ケ谷
9～13 国体強化合宿

19～22 第44回全国中学陸上

（熊本）

20 第18回大牟田サマー陸上競技大会 大牟田

20～25 第29回ユニバーシアード

台北（台湾）

23～29

未定（茨城）

25～26 北九州市小中学生記録会

26～27 第52回全国高専陸上

松本（長野）

25～27 第2回福岡市小中学生記録会 博多の森

26～27 第5回全国高校陸上選抜

ヤンマーフィールド（大阪）

8～10 第86回日本学生対校

18～20 第72回九州選手権

嘉穂

27

北海道

26 第3回鞘ケ谷記録会

福井（福井）

2～3

15～17 第45回九州学生選手権

久留米（福岡）

第39回福岡県高校新人陸上ブロック予選

久・嘉・博・鞘

第48回ジュニアオリンピック最終選考会

博多の森

9 第2回中部記録会
18 小郡陸上大会

下関市・北九州市・福岡市中学生陸上

鞘ケ谷

鞘ケ谷
博多の森
小郡

16～17 第39回福岡県高校新人陸上 博多の森

9～10 国体強化合宿
10

本城

16 京築地区中学新人陸上

豊津

16 嘉飯地区中学新人陸上

嘉穂

19 久留米市中学新人

久留米

18 トライアウト

鞘ヶ谷

20 大牟田市中学新人陸上

大牟田

18

博多の森

第26回京築陸上選手権「ニッサンカップ」

9 ときめきスポーツ大会

第22回福岡市障がい者スポーツ大会

豊津
久留米

23 キッズチャンピオンゲームin北九州 鞘ケ谷
22～24 第65回全日本実業団

ヤンマーフィールド（大阪）

24 福岡県民体育大会

調整中 デカネーション
6～10 第72回国民体育大会

豊津

（フランス）
松山（愛媛）

1 第71回福岡県選手権（10㎞・5㎞） 大牟田

9 第29回出雲全日本大学選抜駅伝 島根
20～22 第33回U20日本選手権

瑞穂（愛知）

20～22 第11回U18日本選手権

瑞穂（愛知）

13～15 第35回九州高校新人陸上

14～15 第2回九州学生新人陸上

:県総合（沖縄）

平和台（福岡）

15 第35回福岡県中学新人陸上 博多の森

22 第56回全日本50㎞競歩高畠 山形
27～29 第101回日本選手権リレー

日産スタジアム（神奈川）

27～29 第48回ジュニアオリンピック

日産スタジアム（神奈川）

22 第37回実業団女子駅伝統一予選会 宗像・福津（福岡）
22・28～29

27～29 第38回国際・全日本マスターズ 和歌山

埼玉

12 第33回東日本女子駅伝

福島

19 第7回神戸マラソン

神戸（兵庫）

18 九州高校（男・女）駅伝

今帰仁（沖縄）

26 第35回全日本実業団女子駅伝 宮城
23 第53回九州実業団駅伝
26 第7回大阪マラソン

10

7～8 博多の森カーニバル

博多の森

15 第15回大牟田陸上記録会

嘉穂（福岡）

3 西日本カーニバル

鞘ケ谷

5

嘉穂

第67・28回全国高校駅伝福岡県予選

11 福岡県中学駅伝

本城

12 福岡マラソン2017

福岡→糸島

23 筑前地区中学新人陸上

博多の森

26 糟屋地区中学駅伝

博多の森

30 筑豊地区中学新人陸上

嘉穂

30～10/1

北九州市中学新人陸上

本城

30～10/1

福岡市中学新人陸上

博多の森

1 アグリ杯高校駅伝

築上

2 筑後地区中学新人陸上

久留米

3 糸島区中学駅伝

博多の森

7 北九州市各区中学駅伝

各区

本城

24 ジュニア五輪練習会

本城

24 北九州市中学駅伝練習会

本城

8

第24回みやこ町陸上競技大会「白川力記念」

豊津

直方

15 志賀島金印ﾏﾗｿﾝ

11 筑前地区中学駅伝

博多の森

15 第59回京都郡児童体育大会 豊津

大牟田

21 福岡市中学駅伝

博多の森

15 久留米オリンピック

久留米

21 第4回鞘ケ谷記録会

鞘ケ谷

21 北九州市中学駅伝

本城

22 小郡陸上大会

小郡

25 筑後地区中学駅伝

諏訪公園

28 京築地区中学駅伝

行橋

28 筑豊地区中学駅伝

直方SR

26 福岡陸協陸上教室

鞘ヶ谷

12 第５回鞘ケ谷記録会

鞘ケ谷

7・14 筑豊各地区中学駅伝

23～24 国体強化合宿

志賀島

18 都道府県対抗駅伝選考会(中学生) 博多の森補助
18 第１回長距離記録会

博多の森補助

19 第4回福岡駅伝

筑後広域公園

26 天拝山ロードレース

筑紫野市

26

鞘ケ谷

26 第６回鞘ケ谷記録会

鞘ケ谷

都道府県対抗駅伝選考会(高男・一高女)

福岡

第20回小学生クロスカントリーリレー 万博記念公園（大阪）

2 第３５回九州学生駅伝対校選手権 島原（長崎）

10 第17回長崎陸協競歩

県立総合（長崎）

2

10

希望が丘（滋賀）

3 第33回NAHAマラソン

第29回全日本びわ湖クロスカントリー

北九州若松（福岡）

大阪

24～25 九州中学（男・女）駅伝
3 第71回福岡国際マラソン

鞘ケ谷

本城（福岡）

愛知・三重

12 第3回さいたま国際マラソン

博多の森

7～8 北九州市民体育祭

29 福岡県秋季記録会（高校生） 久留米
22 第34回九州マスターズ

5 第49回全日本大学駅伝

福岡県秋季記録会（中学生） 博多の森

29 小学生秋季大会

29 第35回全日本大学女子駅伝 宮城

１２月

20 第30回スポレクマスターズ陸上 博多の森

博多の森

９月

１１月

県外

県総合（宮﨑）

10

１０月

本城

鞘ケ谷

19 第7回嘉麻ナイター

27 2017北海道マラソン

22 宗像地区中学陸上

久留米

日産スタジアム（神奈川）

第25回日・韓・中ジュニア交流競技会

本城

博多の森

18～20 第52回全国定通制高校陸上 駒沢（東京）
19 第33回全国小学生陸上

28 北九州市障害者体育大会

鞘ケ谷

15～17 福岡市中学陸上

21 筑前地区中学陸上
28～29 第69回福岡県中学陸上

小郡

小郡

平塚（神奈川）
天童（山形）

28 筑紫陸上

本城

７月 12～16 第10回U18世界陸上競技選手権 ナイロビ（ケニア） 22～23 第67回九州地区大学体育大会 本城（福岡）

29～8/2 第70回全国高校陸上

鞘ケ谷

鞘ケ谷

調整中 日中韓3ケ国交流陸上

22 第57回実業団・学生対抗

27～28 北九州市小中学生記録会

28 第4回大牟田小・中学生記録会 大牟田

15～18 第70回全国高校陸上南九州 県総合（熊本）

第32回サロマ湖100㎞ウルトラマラソン

鞘ケ谷

3 第1回鞘ケ谷記録会

６月 10～11 第33回U20日本選手権混成 長野市営（長野） 15～18 第70回全国高校陸上北九州 博多の森（福岡）

25

20～21 四種競技チャレンジ記録会

維新百年記念（山口）

10～11 第101回日本陸上競技選手権混成 長野市営（長野）

23～25 第101回日本陸上競技選手権

博多の森

博多の森

12～14 第70回全国高校陸上ブロック予選 久・嘉・博・本

平和台（福岡）

17

場所

5 第36回福岡マスターズ

20 第1回中部記録会

第63回全日本中学通信陸上 各地
4 第14回田島記念陸上

競技会名

大牟田

26～28 第70回全国高校陸上福岡県予選 博多の森
3 第2回学連競技会

期日

4 第34回大牟田陸上

タイ＊未定

1～4 第22回アジア陸上競技選手権 ラーンチー（インド）

場所

博多の森

延岡（宮崎）

鞘ケ谷（福岡）

競技会名

久留米

12～14 第87回九州学生対校選手権 諫早（長崎）

等々力（神奈川） 20～21 第60回九州実業団

期日

博多の森・鞘ケ谷

エコバ（静岡）

14 第２７回仙台国際ハーフマラソン 宮城
21 ゴールデングランプリ

29 第41回納戸記念陸上

場所

久留米

ユニバ記念（兵庫）

広域公園（広島）

競技会名

その他

博多の森・鞘ケ谷

23 第７回ぎふ清流ハーフマラソン 岐阜
29 GP②織田記念陸上

期日

その他（小・中・高）

第17回九州学生女子駅伝対校選手権

島原（長崎）
那覇市（沖縄）

9～10 国体指定選手合宿
9 高校新人駅伝
16 第２回長距離記録会

本城・久留米・直方・未定

博多の森補助

10 オール福岡選抜練習会

博多の森補助

博多の森補助

17 第25回全国中学駅伝

希望が丘（滋賀）

17 北九州市陸上教室

鞘ケ谷

17 第48回防府読売マラソン

山口

17 福岡陸協地区陸上教室

久留米・嘉穂・博多の森補助

24 第10回小学生交流駅伝

嘉穂

23 北九州市民駅伝

本城

23 第36回山陽女子ロードレース 岡山
24 第68・29回全国高校駅伝

23 第8回久留米長距離記録会

久留米

京都

30 第17回全日本大学女子選抜駅伝 静岡

１月

1 第66回元旦競歩

東京

11 筑後地区中学新人駅伝

諏訪公園

6 都道府県対抗駅伝合宿

鞘ヶ谷

1 第62回全日本実業団駅伝

群馬

13 筑前地区中学新人駅伝

博多の森

7 第33回大牟田駅伝

諏訪公園

13 筑豊各地区中学新人駅伝

筑豊各地区

20 京築地区中学新人駅伝

今川SR

14 オール福岡選抜練習会

21 福岡市中学新人駅伝

博多の森

14 北九州市各区中学新人駅伝 各区
14 キッズニューイヤー駅伝

14 第36回都道府県対抗女子駅伝 京都
21 第23回都道府県対抗男子駅伝 広島

21 第28回選抜女子駅伝北九州大会 小倉・八幡（福岡）

28 第37回大阪国際女子マラソン 大阪

28 ゆくはしｼｰｻｲﾄﾞﾏﾗｿﾝ

行橋

27 筑豊地区中学新人駅伝

直方

28 2018大阪ハーフマラソン

28 久留米市ロードレース

久留米

27 北九州市中学新人駅伝

本城公園

3～4 2018U20日本室内大阪
調整中 第8回アジア室内選手権

大阪

大分

4

香川

11 第58回唐津10マイル

佐賀

11 第55回延岡西日本マラソン

延岡（宮崎）

10 福岡県中学新人駅伝

本城

11 オール福岡選抜練習会

18 第101回日本選手権20㎞競歩 兵庫
18 第52回青梅マラソン

博多の森補助

本城

大牟田

10～11 国体指定選手合宿

11 第46回実業団ハーフマラソン 山口

２月

博多の森補助

未定

4 第67回別大マラソン
第72回香川丸亀国際ハーフマラソン

4 第15回西日本中学駅伝

大阪城ホール（大阪）

13～14 国体指定選手合宿

18 北九州マラソン2018

北九州

博多の森補助
博多の森補助

18 久留米市少年健全育成駅伝 久留米

東京

18 第3回全国中学生クロスカントリー 昭和の森（千葉）
18 第62回熊日30Kmロードレース 熊本

18 第6回熊本城マラソン

熊本（熊本）

18 2018京都マラソン

京都

18 沖縄マラソン

沖縄（沖縄）

25 2018東京マラソン

東京

18 第27回九州マスターズ駅伝

筑後広域（福岡）

25 第66回祐徳ハーフマラソン

祐徳（佐賀）

調整中 第14回アジアクロスカントリー 未定
調整中

第101回日本選手権クロスカントリー 海ノ中道海浜公園（福岡）

調整中

第33回U20日本選手権クロスカントリー 海ノ中道海浜公園（福岡）

3～4 第17回世界室内選手権
4 第73回びわ湖毎日マラソン

バーミンガム（イギリス）

4 第69回金栗杯玉名ハーフマラソン 玉名（熊本）

4 ロングディタンストライアル嘉穂 嘉穂

11 2018名古屋ウィメンズマラソン 愛知
18

2018アジアジュニア陸上競技選手権・２０㎞競歩

11 福岡陸協地区陸上教室

久留米・平和台

18 アグリﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

築上町

21 福岡陸協地区陸上教室

鞘ケ谷

能美（石川）

18 第42回全日本競歩能美

能美（石川）

18 第12回日本学生20㎞競歩

能美（石川）

18

第39回まつえレディースハーフマラソン

島根

25 大牟田春季記録会

18

第21回日本学生女子ハーフマラソン

島根

25 福岡小郡ハーフマラソン大会 小郡

バレンシア（スペイン）

31 第７回鞘ケ谷記録会

24 第23回世界ハーフマラソン選手権

嘉穂

滋賀

4 第21回日本学生ハーフマラソン 東京

３月

4 福岡陸協地区陸上教室

調整中 嘉麻シティーマラソン

※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。

嘉穂

23～25 国体指定選手合宿

鞘ケ谷

大牟田

25～27 オール福岡選抜合宿

平和台

鞘ケ谷

