
平成３０年度　事　業　計　画  　
☆福井陸協共催　　※福井陸協後援　　

月 日 県陸協・高体連・中体連・実業団 会　場 日 協会共催・後援大会 会　場 日 地 域 関 係 会　場 日 日 本 陸 上 競 技 連 盟 会　場

7 H30(1)福井しあわせ元気国体強化記録会・審判講習会 福井 15 ※38 OBAMA若狭マラソン   　　 　　　　　　　　　　　　　　  小浜        15 102 日本選手権50Km競歩 　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川

14 春季長距離記録会　 　　　 　　　 　　  　　　　　　　　　　　　　　小浜 15 20 長野マラソン               　　　　　　　　　　　　　　　　 長野

21 (66)県陸上競技強化大会　（国体選考） 　　　　　　　　　　 福井

28 H30(2)福井しあわせ元気国体強化記録会 福井 29 ☆(18)坂井市陸上競技春季記録会 三国

5,6 (57)県陸上競技選手権大会（国体選考） 福井 13 ※30 美浜・五木ひろしマラソン     　　　　　　　　　　　　 美浜

12 (66)県中陸上競技記録会　(国体選考)　 福井・越前 13 ※40 鯖江つつじマラソン大会   　　　　　　　　　　　　 鯖江 19～20 (92) 北信越学生陸上競技対校選手権大会　 新潟

13 県小学生陸上競技春季大会          　 三国 20 ※14 勝山恐竜クロカンマラソン　　　　　　　　　　勝山

19 H30(3)福井しあわせ元気国体強化記録会 福井 27 ※54 越前大野名水マラソン 大野 19～20 48 北陸実業団陸上競技大会 　　　　　　　　　　　　　　　魚津桃山（富山） 20 ゴールデングランプリ ヤンマースタジアム長居(大阪)

26～28 (121)若越陸上・H30春季高校総体　(国体選考) 　　　　　　　　福井

2 H30(4)福井しあわせ元気国体強化記録会 越前 3 ※14 わかさあじさいマラソン大会　　　　　　　　　　　　若狭 64 全日本中学通信陸上          　　　　　　　　　　　　　各地

3 ☆ 国体記念高橋尚子クリニック　　　　　　　　　　福井 15～17 ○18 日本学生個人 平塚(神奈川)

14～17 57 北信越高校陸上競技大会　　　　　　　　　　　　　　　　福井 10 ☆(8)県障害者スポーツ大会(プレ大会) 福井 14～17 57 北信越高校陸上競技大会　　　　　　　　　　　　　　　　福井 16～17 102 日本陸上競技選手権混成    　　　　　　　　　　　　　長野市営(長野)

24 (34)全国小学生陸上競技交流大会予選会　　　　　　　三国 16～17 34 U20日本選手権混成    　　　　　　　　　　　　　長野市営(長野)

10 ☆19 若狭陸上記録会 小浜 22～24 102 日本陸上競技選手権    　　　　　　　　　　　　　維新百年記念(山口)

30,1 (56)県中学校春季陸上競技大会　(国体選考)　　　　　福井 17 ※6 ＦＢＣリレーマラソンin芝政 坂井 30 53 北陸地区高等専門学校体育大会陸上競技 富山

7 (70)北陸地区国立大学体育大会陸上競技 福井

8 (30)福井マスタ－ズ陸上競技選手権大会　　　　  大野 7 (70)北陸地区国立大学体育大会陸上競技 福井

14,15 (73)国体選手選考標準記録突破記録会　　 　　　　　　　　福井

　・県中混成記録突破大会

21,22 (64)全日本中学通信陸上競技大会  （国体選考） 福井 29 ☆(18)坂井市陸上競技夏季記録会 三国

10 (二州地区中学校陸上競技大会)   　　　　　　　　(敦賀) 8 39 北信越中学陸上競技大会　　　　　　　　　　　　　　　　　石川 2～6 71 全国高校陸上 スポーツの杜(三重)

19 ☆越前市ジュニア陸上　　　　　　　　　　　　　　越前 10～12 53 全国定通制高校陸上        　　　　　　　　　　　　駒沢(東京)

24 ※福井地区中学校陸上競技大会 　　　　　　　　 越前

28 ※奥越地区中学校陸上競技大会 　　　　　　　　　 大野 18 34 全国小学生陸上 　　　　　　　　　　　 日産スタジアム(神奈川)

28 ※南越地区中学校陸上競技大会 　　　　　　　　　 越前                         18～21 45 全国中学陸上競技　　　　　　　　　　 県総合(岡山)

26 ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ選手選考会・夏季長距離記録会 越前 28 ※若狭地区中学校陸上競技大会　　　　　　　　 小浜 25 北陸地域陸協臨時理事会 石川 18～19 53 全国高専陸上 県民総合(熊本)

28 ※鯖丹地区中学校陸上競技大会 　　　　　　　　　 鯖江 25～26 62 北陸陸上競技選手権大会 石川 25～26  6 全国高校陸上選抜 ヤンマーフィールド長居(大阪)

9 35 北陸マスターズ陸上競技選手権大会 石川 7～9 ○87 日本学生対校 等々力(神奈川)

15～16 (17)県陸上競技記録会・(54)県高校新人大会 　　　　　大野

17 （6）県中学校地区対抗陸上競技選手権大会 大野

                       21～23 66 全日本実業団陸上競技 ヤンマースタジアム長居(大阪)

22～24 39全日本マスターズ陸上競技選手権大会 布施総合（鳥取）

5～9 73 国民体育大会              　　　　　　　　　　　　　福井県営(福井)

5～9 (73)国民体育大会　陸上競技会 福井 49 北信越学生陸上競技選手権大会　　　　　　　　　　石川 8 ○30 出雲全日本大学選抜駅伝 島根

12～15 (18)全国障がい者スポーツ福井大会 福井 20 ※坂井地区中学校陸上競技大会  　　　　　　　　 三国 12～14 49 ジュニアオリンピック        　　　　　　　　　　　　　　　日産スタジアム(神奈川)

19～21 34 U20日本選手権・ 12 U18日本選手権　　　　　　　　　瑞穂(愛知)

21 (45)県小学生陸上競技秋季大会 三国 ※22 若狭高浜はまなすマラソン　　　　　　　　 高浜 26～28 23 北信越高校新人大会　　　　　　　　　　　　　　　　　　松本(長野) 27～28 102 日本選手権リレー 北九州市本城(福岡)

27 (16)福井県駅伝選手権大会（小学生の部） 鯖江 28 ○36 全日本大学女子駅伝 宮城

   兼小学生クロスカントリーリレー研修大会

1 (16)福井県駅伝選手権大会（中学校の部） 鯖江 4 ○50 全日本大学駅伝 愛知・三重

　兼(59)県中学校駅伝競走大会 3 ※37 たけふ菊花マラソン　　　　　　　　　　　　越前

3 (61)県中学陸上競技大会       　  　　 　　　　　　　　  福井 4 ☆(18)坂井市陸上競技秋季記録会 三国

4 (16)福井県駅伝選手権大会兼H30 県高校駅伝競走大会鯖江

兼(63)都市対抗駅伝競走大会（一般の部） 11 43 北陸実業団・53 中部実業団対抗駅伝大会 愛知

10 H30(5)福井しあわせ元気国体強化記録会 福井 23 ☆(1)越前市投擲競技記録会 越前 18 55・31北信越高校駅伝競走大会  　　　　　　　　　　　　　　富山

25 ※55 奥越ふれあい駅伝大会 　　　　　　　　 大野

11 わんぱく駅伝・中学駅伝 福井 23 12 北信越中学駅伝大会 松本(長野)

24 秋季長距離記録会　 　 　　　 　　　 　　  　　　　　　　　　　　　　　鯖江 24.25 北陸地域陸協理事会 石川

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2 72 福岡国際マラソン            　　　　　　　　　　　　　福岡

9 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)

9 4 さいたま国際マラソン 埼玉

16 26 全国中学駅伝競走大会      　　　　　　　　　　　　希望ヶ丘(滋賀)

23 69･30 全国高校駅伝競走大会  　　　　　　　　　　　　京都

30 ○18 全日本大学女子選抜駅伝  　　　　　　　　　　　　静岡

13 37 全国都道府県対抗女子駅伝    　　　　　　　　　　京都

20 24 全国都道府県対抗男子駅伝    　　　　　　　　　　　広島

27 アスレチックアワード2018   　　　        　　　　　　　　　　     福井 27 38 大阪国際女子マラソン    　　　　　　　　　　大阪

2～3 19 U20日本室内大阪 大阪城ホール(大阪)

未定 4 全国中学生クロスカントリー         　　　　　　　　　　　　　昭和の森(千葉)

17 102 日本選手権男女20Km競歩　　　　　　　 兵庫

23 102 日本選手権ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ  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 ○22 日本学生ハーフマラソン 東京

3 東京マラソン 東京

10 名古屋ウィメンズマラソン 愛知

17 ☆美浜スプリング駅伝 美浜 17 ○13 日本学生20km競歩 石川

23 ☆(2)越前市投擲競技記録会 越前 17 43 全日本競歩能美大会　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川 17 43 全日本競歩能美 石川

17 ○22 日本学生女子ハーフマラソン 島根
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