
月 日 競技会 場所 日 競技会 場所 日 競技会 場所

21(火) 中学湘南地区記録会 不入斗

25(土)予26 市春季記録会 不入斗

27(月) 鎌倉市中学新人 不入斗

1(土) リトルスクール入校式 アリーナ 1(土)2(日) 県記録会 城山 8(土) 金栗記念選抜中・長距離 熊本

16(日) 日本選手権35km競歩 石川

8(土)9（日） 県記録会 三ツ沢 16(日) 出雲陸上 島根

21(金)～23(日) 日本学生個人 平塚 22(土) TOKYO spiring Challenge 2023 東京

22(土) ジュニアスクール入校式 アリーナ 22(土)23（日） 兵庫リレーカーニバル 兵庫

29(土)30(日) 県中学選手権 三ツ沢 23(日) 長野マラソン 長野

29(土)30(日) 県高校総体川崎・中地区予選 等々力 29(土) 織田記念陸上 広島

6(土)予7 市中学総合体育大会 不入斗 13(土)14(日) 県高校総体 三ツ沢 3(水) 静岡国際陸上 静岡

20(土)21(日) 県高校総体 三ツ沢 4(木) ゴールデンゲームスinのべおか 宮城

20(土)予21 市中学記録会 不入斗 21(日) ゴールデングランプリ2023 日産 5(金) 水戸招待陸上 茨城

27(土)28(日) 横須賀市選手権 不入斗 27(土) 定通県予選 平塚 6(土)7(日) 木南記念陸上 大阪

予6/10 27(土) 小学生春季交流大会 平塚

3(土)4(日) 中学通信陸上湘南地区予選 不入斗 1(木)～4(日) 日本・U20選手権 大阪

4(日) 仙台国際ハーフマラソン 宮城

4(日)～7(水) U20アジア選手権 韓国

10(土)11(日) 日本・U20混成選手権 秋田

16(金)～19(月) 関東高校 山梨

24(土)25(日) 神奈川選手権 三ツ沢 25(日) 布施スプリント 鳥取

1(土) 実業団・学生対抗 平塚

1(土)2(日) 県中学選抜 三ツ沢

2(日) 神奈川選手権 等々力 9(日) 南部記念 北海道

15(土)16(日)予17 横三地区高校 不入斗 9(日) 日清カップ小学生交流 平塚 12(水)～16(日) アジア選手権 タイ

15(土) 県実業団選手権 大和 28(金)29(土) Athlete Night Games in FUKUI 2023 福井

26(水) 湘南地区東部記録会 不入斗 17(月)21(金) 県中学通信 平塚 29(土)30(日) 田島記念 山口

2(水)～6(日) 全国高校 北海道

7(月)8(火) 関東中学 茨城

12(土)13(日) 国体選考会兼記録会 三ツ沢 11(金)～13(日) 全国定通 東京

18(金)～20(日) 関東選手権 等々力 19(土)～27(日) 世界選手権 ハンガリー

24(木)25(金) 県高校新人川崎・中地区予選 センター 22(火)～25(金) 全国中学 愛媛

26(土)27(日) U16・U18選考会 三ツ沢 26(土)27(日) 全国高専陸上 新潟

2(日)予3 県中学総体予選 不入斗 16(土)17(日) 県高校新人 三ツ沢 調整中 日本学生対校 調整中

16(土)予17 市中学新人 不入斗 17(日) 全国小学生 日産 22(金)～24(日) 全日本実業団 岐阜

23(土)予24 市児童大会 不入斗 23(土)24(日) 県高校新人 三ツ沢 調整中 全日本マスターズ 調整中

30(土) 市民体育大会 不入斗 30(土) 県長距離記録会 三ツ沢 23(土)～10/5(木) アジア大会 中国

1(日） 市民体育大会 不入斗 7(土) 小学生秋季交流大会 平塚 7(土)8(日) 日本選手権・リレー競技 東京

7(土) 定通新人大会 平塚 9(月) 出雲全日本大学選抜駅伝 島根

7(土) 県中学総体 三ツ沢 13(金)～17(火) 国民体育大会 鹿児島

9(月) スポーツフェスタ 不入斗 15(日) 横三地区高校新人 センター 15(日) 東京レガシーハーフマラソン 東京

14(土)予15 市中学駅伝 馬堀海岸 15(日) 県マスターズ陸上 城山 15(日) マラソングランドチャンピオンシップ 東京

予21 市中学駅伝 不入斗 20（金）～22(日) U-16・U-18陸上競技大会 愛媛

20(金)21(土) TWOLAPS MIDDLE DISTANCE CIRCUIT in TOKYO 2023 東京

21(土)22(日) 関東選抜新人 埼玉

28(土)予29 市秋季記録会 不入斗 29(日) 全日本大学女子駅伝 宮城

3(金) 県高校駅伝 新横浜 調整中 全日本大学駅伝 愛知・三重

3(金) 県中学駅伝 八景島 調整中 東日本女子駅伝 福島

19(日) シーサイドマラソン 三笠公園 4(土) 小学生記録会 城山 19(日) 神戸マラソン 兵庫

18(土)19(日) 県高校混成等記録会 センター 18(土) 関東高校駅伝 千葉

25(土)26(日) 市中学強化練習会 25(土) 都道府県駅伝選考会 三ツ沢 26(日) 全日本実業団女子駅伝 宮城

日産カップ車椅子マラソン 追浜 3(日) 関東中学駅伝 千葉

調整中 防府読売マラソン 山口

10(日) 日本選手権10000m 東京

17(日) 全国中学駅伝 滋賀

25(日) 全国高校駅伝 京都

30(土) 全日本大学女子選抜駅伝 静岡

冬季講習会① 2(火)3(水) 関東大学駅伝 東京～箱根 1(月) 全日本実業団駅伝 群馬

1(月) 元旦競歩 東京

冬季講習会② 調整中 都道府県対抗女子駅伝 京都

21(日)※未定 市民駅伝 未定 調整中 都道府県対抗男子駅伝 広島

新年総会 調整中 大阪国際女子マラソン 大阪

4(日) 県実業団駅伝 丹沢湖 調整中 別大マラソン 大分

11(日) かながわ駅伝 丹沢湖 3(土)4(日) 日本室内陸上 大阪

24(土) 県中学長距離記録会 三ツ沢 調整中 全国中学生クロカン 滋賀

冬季講習会③ 18(日) 日本選手権20km競歩 兵庫

調整中 日本・U20選手権クロカン 福岡

冬季講習会④ 調整中 青梅マラソン 東京

2(土) ジュニアスクール修了式 アリーナ 東京マラソン 東京

冬季講習会⑤ 名古屋ウィメンズマラソン 愛知

9(土) リトルスクール修了式 アリーナ 日本学生ハーフマラソン 東京

中学湘南地区記録会 日本学生女子ハーフマラソン 島根

30(土)予31 2023年度市春季記録会 不入斗 17(日) 全日本競歩能美 石川

※横須賀市以外の競技会で開催日・場所が未定のものは、日本陸連、神奈川陸協のWebサイト等でご確認ください。
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2023年度　年間競技・事業日程
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横須賀市 神奈川県内 関東・全国・その他

2023/2/22 現在
横須賀市陸上競技協会


