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２０２２年（令和４年）度 競技会日程
国際陸連・日本陸連関係
期日

競技会名

9 GP 金栗記念選抜中・長距離
15～17 日本学生個人

17 日本選手権・35㎞競歩
17 長野マラソン
４
23～24 GP 出雲陸上
月
23～24 GP 兵庫リレーカーニバル

場所
えがお健康スタジアム（熊本）
レモンガススタジアム平塚（神奈川）

期日

競技会名

9 GP 金栗記念選抜中・長距離
10 全九州都市対抗

場所
えがお健康スタジアム（熊本）

大牟田（福岡）

輪島（石川）

期日

競技会名

2～3 福岡県春季記録会
3 西日本記録会
9～10 西日本記録会

長野

16～17 朝日記録会

17 朝日記録会

県立浜山公園（島根）

場所

期日

競技会名

競技会名

2～3 福岡市小中記録会

場所

期日

競技会名

場所

博多の森

久留米
博多の森・本城
博多の森
鞘ヶ谷

17 小郡記録会

小郡

24 京築春季記録会

豊津

24 各地区中学生福岡県記録会 嘉穂
24 納戸記念（中学）兼県中学記録会 久留米

29 福岡市障がい者陸上教室

GP 木南道孝記念

ヤンマースタジアム長居（大阪）

29

30 福岡県障がい者スポーツ大会 久留米

3 GP 静岡国際陸上

小笠山（エコパ）（静岡）

4

延岡（宮崎）

GP ゴールデンゲームズinのべおか

納戸記念陸上競技大会（一般・高校）

3～4 福岡県選手権
4

GP ゴールデンゲームズinのべおか

久留米
博多の森

延岡（宮崎）

5 大牟田陸上競技大会

大牟田

5 福岡県マスターズ選手権

博多の森

5 GP 水戸招待陸上

Kスタ水戸（茨城）

5 豊津陸上競技会

豊津

7 日本選手権・10000m

国立競技場（東京）

7 第1回鞘ヶ谷記録会

鞘ヶ谷

8 ゴールデングランプリ陸上

国立競技場（東京）

8 仙台国際ハーフマラソン

宮城

13～15 全国高校陸上ブロック予選

久・嘉・博・本

21～22 四種競技チャレンジ記録会

博多の森（福岡）

22 大牟田小中学生記録会

21～22 九州実業団選手権

本城（福岡）

22 小郡さわやか陸上競技大会 小郡
博多の森

28～29 北九州市小中学生記録会

7 福岡市障がい者陸上教室

大牟田

秋田県営（秋田）

4 中部記録会

4～5 U20日本選手権・混成競技

秋田県営（秋田）

4 北九州･下関地区学生陸上 鞘ヶ谷

22 京築地区小学生記録会

豊津

博多の森

1 久留米市中学総体

久留米

7 大牟田市中学総体

大牟田

5 福岡県定時制通信制陸上

博多の森

9～12 日本選手権

ヤンマースタジアム長居（大阪）

4～5 北九州市民選手権

鞘ヶ谷

11 筑紫地区中学総体

小郡

9～12 U20日本選手権

ヤンマースタジアム長居（大阪）

4～5 筑豊ジュニア陸上

嘉穂

11 嘉飯地区中学総体

嘉穂

久留米

SAGAサンライズパーク（佐賀）

4～5 久留米陸上競技選手権

16～19 全国高校陸上南九州地区予選

沖縄県総合運動公園（沖縄）

11～12 福岡市民陸上競技大会

22 ホクレン・ディスタンスチャレンジ 深川市（北海道）

18

26 GP 布勢スプリント

19 全日本大学駅伝九州地区予選 阿蘇（熊本）

布勢総合（鳥取）

全日本大学女子駅伝九州地区予選

阿蘇（熊本）

成都（中国）

2 ホクレンDC士別大会

士別市（北海道）

6 ホクレンDC深川大会

深川市（北海道）

9 ホクレンDC北見大会

北見市（北海道）

博多の森

えがお健康スタジアム（熊本）

16～17 九州地区大学体育大会

えがお健康スタジアム（熊本）

11～12 北九州市各区中学総体

鞘ヶ谷

13 筑後地区中学総体

久留米

18～19 福岡県中学選手権

博多の森

15 粕屋地区中学総体

博多の森

19 全国小学生県予選

博多の森

16 糸島地区中学総体

博多の森

21 宗像地区中学総体

本城
豊津

25～26 県高校学年別選手権ブロック予選 久・嘉・博・本

2～3 九州沖縄地区高専陸上

9～10 国体選考会

博多の森

16 京築地区中学総体

9～10 福岡県高校学年別選手権

博多の森

16～17 北九州市中学総体

鞘ヶ谷

札幌市厚別公園（北海道）

17 大牟田チャレンジゲームズ

大牟田

16～17 福岡市中学総体

博多の森

13 ホクレンDC網走大会

網走市（北海道）

17 小郡サマー陸上競技大会

小郡

16～17 筑豊地区中学総体

嘉穂

オレゴン（アメリカ）

カリ（コロンビア）

3～7 全国高校陸上

ポカリスエットスタジアム（徳島）

6 実業団・学生対抗選手権

20 全国小学生陸上
20～21 全国高専陸上

5～7 九州中学陸上

10～25 アジア大会

31 第2回鞘ヶ谷記録会

蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形）

舞鶴公園

久留米

全国小学生大会結団式・U12陸上遊び

18 福岡市障がい者強化練習会 博多の森サブ
30 福岡市障がい者陸上教室

博多の森サブ

嘉穂

6 福岡市障がい者陸上教室

博多の森サブ

15 国体選手強化練習会
19～21 九州選手権

20 嘉麻ナイター

日産スタジアム（神奈川）

21 大牟田サマー陸上競技大会 大牟田

愛媛県総合(愛媛)

23～24 北九州市小中学生記録会
27～28

U18U16陸上競技大会挑戦会兼選考会

博多の森

北海道
白波スタジアム（鹿児島）

3～4 県高校新人陸上ブロック予選 久・嘉・博・本

嘉穂

博多の森

本城

27 久留米長距離記録会

久留米

27 第3回鞘ヶ谷記録会

鞘ヶ谷

3 京築夏季記録会

20～21 福岡市小中記録会

豊津

4

福岡市･北九州市･下関市対抗中学陸上

（下関）

14 久留米市中学新人陸上

久留米

たけびしスタジアム（京都）

11 久留米記録会

久留米

14 大牟田市中学新人陸上

大牟田

杭州（中国）

11 スポレクマスターズ陸上

博多の森

17 京築地区中学新人陸上

豊津

17 嘉飯地区中学新人大会

嘉穂

17 筑紫地区中学駅伝
21 粕屋地区中学駅伝

メモリアルセンター長良川（岐阜）

23～25 全日本マスターズ

福井県福井（福井）

23～25 九州学生選手権

博多の森
小郡

久留米（福岡）
25 福岡県民体育大会

小郡

1～2 北九州市民体育祭

国立競技場（東京）

鞘ヶ谷

8～9 博多の森カーニバル

カンセキスタジアム（栃木）

10 出雲全日本大学選抜駅伝

島根

14～16 九州高校新人陸上

SAGAサンライズパーク（佐賀）

16 レガシーハーフマラソン

東京

15～16 九州学生新人陸上

島原（長崎）

16 GP 田島記念

維新百年記念公園（山口）

愛媛県総合（愛媛）

21～23 U18陸上競技大会

愛媛県総合（愛媛）

23 全日本35km競歩高畠

高畠（山形）

30 全日本大学女子駅伝

仙台（宮城）
愛知・三重

23 プリンセス駅伝

15 福岡県中学新人陸上

博多の森

16 北九州カーニバル

本城

宗像・福津（福岡） 22～23 福岡県秋季記録会（中学生） 博多の森
23 小学生秋季大会
29～30 全国高校駅伝福岡県予選

3 九州実業団毎日駅伝

北九州若松（福岡）

博多の森

15 第4回鞘ヶ谷記録会

鞘ヶ谷

23 小郡陸上競技選手権大会

小郡

博多の森
嘉穂

5～6 福岡県秋季記録会（高校生） 博多の森
12 福岡県中学駅伝

博多の森

12 the Fst in Fukuoka 2022

大濠公園

13 福岡マラソン2022

福岡→糸島

30 中部記録会

博多の森

3 京築選手権

豊津

3 大牟田秋季記録会

大牟田

6 第5回鞘ヶ谷記録会

鞘ヶ谷

10 福岡市障がい者スポーツ大会 博多の森サブ
10～11 国体選手強化合宿

本城

春日公園

11 U16合同練習会

本城

博多の森

11 北九州市中学強化駅伝

本城周回コース

23～24 北九州市中学新人陸上

本城

19 タレント発掘トライアウト

博多の森

24 筑豊地区中学新人陸上

嘉穂

19 かけっこフェスティバル

鞘ヶ谷

25 筑前地区中学新人陸上

博多の森

28 筑後地区中学新人陸上

久留米

29 糸島地区中学駅伝

博多の森

1～2 福岡市中学新人陸上

博多の森

8 北九州市各区中学駅伝

デンカビックスワン（新潟）

21～23 U16陸上競技大会

博多の森

白波スタジアム（鹿児島）

みんなのスタジアム（福島）

23～25 全日本実業団

6 全日本大学駅伝

18 福岡市障がい者陸上教室

7 福岡市障がい者強化練習会 博多の森サブ

23 小郡陸上競技大会

6～10 国民体育大会

31

7 筑豊地区小学生記録会

17～18 福岡県高校新人陸上

2 GP Athletics Challenge Cup

博多の森

レモンガススタジアム平塚（神奈川）

９
月

1～2 日本選手権リレー

鞘ヶ谷

21 筑前地区中学総体

13～14 県夏季記録会兼国体選考会 博多の森

5 九州マスターズ陸上選手権
9～11 日本学生対校選手権

本城

昭和電工ドーム（大分）

23～29 日韓中ジュニア交流競技会 中国

28 北海道マラソン

本城

駒沢オリンピック公園(東京)

1～6 U20世界陸上競技選手権

7 蔵王坊平クロスカントリー
８
月 18～21 全国中学陸上

27～28 福岡県中学陸上

千歳市青葉（北海道）

29 北九州市障害者体育大会

2～3 全日本中学通信陸上福岡県大会 博多の森

10 GP 南部記念陸上

16 ホクレンDC千歳大会

博多の森サブ

7～8 福岡県障がい者スポーツ大会 博多の森

鞘ヶ谷

全国各地

16～19 全国高校陸上北九州地区予選

博多の森サブ

本城

20～22 九州学生対校選手権

4～5 日本選手権・混成競技

1～3 全国定通制高校陸上

博多の森

24 U16合同練習会

博多の森

15 福岡市障がい者陸上教室

舞鶴公園

本城他

12 筑前地区中学駅伝

博多の森

13 久留米市中学駅伝

百年公園

19 大牟田市中学駅伝

諏訪公園

28 筑後地区中学駅伝

諏訪公園

29 北九州市中学駅伝

本城

29 筑豊地区中学駅伝

嘉穂

29 京築地区中学駅伝

行橋

29 福岡市中学駅伝

博多の森

3 筑紫地区陸上競技大会

23～24 国体選手強化合宿

大野城

13 東日本女子駅伝

福島

13 世界ハーフマラソン選手権

揚州（中国）

20 神戸マラソン

神戸（兵庫）

19 都道府県対抗駅伝選考会(中学生) 博多の森

26 第6回鞘ヶ谷記録会

鞘ヶ谷

26 福岡市陸上競技協会陸上教室 博多の森

27 全日本実業団女子駅伝

仙台（宮城）

19 福岡県長距離記録会

博多の森

27 嘉麻シティーマラソン

嘉穂

26 福岡市障がい者陸上教室

20 福岡駅伝

筑後広域公園

27 小郡長距離記録会

小郡

26

鞘ヶ谷

27 天拝山ロードレース

筑紫野市

18～19 九州高校駅伝

指宿市（鹿児島）

調整中 九州各県対抗マスターズ駅伝 調整中

12
月

期日

広域公園（広島）

15～24 世界選手権

11
月

場所

嘉穂・鞘ヶ谷

その他（学生大会以外・練習会・合宿等）

岐阜

30～7/5 ワールドユニバーシティゲームズ

10
月

その他（小・中・高関係大会）

23～24 各地区中学生福岡県記録会 博多の森・本城

ユニバー記念（兵庫）

27～29 全国高校陸上福岡県予選

７
月

福岡陸協関係

29 GP 織田記念陸上

全日本中学通信陸上

６
月

3月17日現在

福岡陸協主催

24 ぎふ清流ハーフマラソン
30～5/1

５
月

九州陸協関係

4 福岡国際マラソン2022

福岡

4 防府読売マラソン

2～3 九州中学男子・女子駅伝

都道府県対抗駅伝選考会(高男・一高女)

12～13 筑豊ジュニア記録会

嘉穂

調整習 福岡陸協指導者研修会

舞鶴公園
調整中

今帰仁村総合運動公園 （沖縄）

防府（山口）

3 九州学生駅伝対校選手権

島原（長崎）

11 福岡陸協地区陸上教室

博多・嘉穂・筑後

11 長崎陸協競歩

県立総合（長崎）

3 九州学生女子駅伝対校選手権 島原（長崎）

17 福岡陸協地区陸上教室

鞘ヶ谷

18 全国中学駅伝

希望が丘（滋賀）

4 甲佐10マイルロードレース

甲佐（熊本）

17 福岡市障がい者陸上教室

平和台

18 山陽女子ロードレース

岡山

4 NAHAマラソン

那覇市（沖縄）

25 全国高校駅伝
30 全日本大学女子選抜駅伝
調整中 アジアユースゲームズ

10 高校新人駅伝

10 小学生クラブ指導者研修会 博多の森

久留米・直方・大濠・本城

17 久留米長距離記録会

久留米

14 大牟田市中学新人駅伝

諏訪公園

京都

18 小学生交流駅伝

嘉穂

富士（静岡）

24 北九州市民駅伝

本城

汕頭（中国）

24 北九州市陸上競技教室

本城

1 元旦競歩

東京

11 筑後地区中学新人駅伝

諏訪公園

1 全日本実業団対抗駅伝

前橋（群馬）

8 大牟田駅伝競走大会

諏訪公園

9 福岡市陸上競技協会競歩記録会 平和台
15 都道府県対抗女子駅伝

京都

１
月
22 都道府県対抗男子駅伝

広島

22 選抜女子駅伝北九州大会

北九州市（福岡）

29 大阪国際女子マラソン

大阪

29 久留米ロードレース

29 大阪ハーフマラソン

大阪

29 行橋シーサイドハーフマラソン 行橋

4～5 日本選手権・室内競技

大阪城ホール（大阪）

4～5 日本室内陸上大阪

大阪城ホール（大阪）

5 全国中学生クロスカントリー 希望が丘（滋賀）

5 別大マラソン

久留米

14 北九州市各区中学新人駅伝 本城他

17～18 国体指定選手強化合宿

博多の森サブ

18 オール福岡選抜練習会

博多の森サブ

7～8

都道府県対抗駅伝選手合宿（選考）

鞘ヶ谷

7～8 国体指定選手強化合宿

博多の森サブ
博多の森サブ

14 福岡市中学新人駅伝

博多の森

8 オール福岡選抜練習会

15 筑前地区中学新人駅伝

博多の森

14 福岡市障がい者陸上教室

平和台

15 キッズニューイヤーEKIDEN

本城

21 京築地区中学新人駅伝

行橋

28 筑豊地区中学新人駅伝

嘉穂

28 北九州市中学新人駅伝

本城

29

本城（運動場）※1

11 福岡市障がい者陸上教室

平和台

JAAF公認スタートコーチ養成講習会

大分

5 全日本びわ湖クロスカントリー 希望が丘（滋賀）
5 香川丸亀国際ハーフマラソン 丸亀（香川）
5 別大マラソン

２
月

大分

12 唐津10マイル

唐津（佐賀）

12 実業団ハーフマラソン

山口

12 延岡西日本マラソン

延岡（宮崎）

18 世界クロスカントリー選手権

バサースト（オーストラリア）

19 日本選手権・20㎞競歩

神戸（兵庫）

19 熊本城マラソン・熊日30Km

熊本（熊本）

19 京都マラソン2023

京都

19 おきなわマラソン

沖縄（沖縄）

19 青梅マラソン

東京

26 大阪マラソン2023（仮称）
調整中 アジア室内選手権
調整中 熊本城マラソン

３
月

11 福岡県中学新人駅伝

本城
19 北九州マラソン2023

熊本

26 鹿島祐徳ハーフマラソン

鹿島（佐賀）

26 日本選手権クロスカントリー

海の中道海浜公園（福岡）

26 U20日本選手権クロスカントリー

海の中道海浜公園（福岡）

26 U20日本選手権クロスカントリー

海の中道海浜公園（福岡）

12 日本学生ハーフマラソン

東京

12 名古屋ウィメンズマラソン

名古屋（愛知）

17～19 世界室内選手権

南京（中国）

19 全日本競歩能美

能美（石川）

19 日本学生20㎞競歩

能美（石川）

5 金栗杯玉名ハーフマラソン

26 福岡市民クロカン

海ノ中道海浜公園

玉名（熊本）
5 ロングディスタンストライアルin嘉穂 嘉穂

18 久留米長距離記録会

※調整中等の記載がありますが、正式な日時・会場が決定した段階で競技日程を更新いたします。
※新型コロナウイルスの関係等で会場・日程が変更となったり、中止になったりする可能性があります。JAAF・福岡陸協などのホームページで確認下さい。

博サブ・嘉・筑後・鞘

久留米

能美（石川）
東京

5 福岡陸協地区陸上教室

12 福岡小郡ハーフマラソン大会 小郡

19 日本学生女子ハーフマラソン 松江（島根）
調整中 東京マラソン2023

博多の森サブ

北九州

大阪

海の中道海浜公園（福岡）

アジア陸上競技選手権・20ｋｍ競歩

博多の森サブ

12 オール福岡選抜練習会

ヌルスルタン（カザフスタン）

26 日本選手権クロスカントリー

19

11～12 国体指定選手強化合宿

25～26 大牟田春季記録会

大牟田

26 第7回鞘ヶ谷記録会

鞘ヶ谷

19 アグリロードレース

アグリパーク

19～21 国体指定選手強化合宿

博多の森サブ

25～27 オール福岡選抜練習会（中学） 博多の森サブ

