2022年度栃木陸上競技協会主要月間行事日程
月

日（曜日）
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全国・関東競技会等
第22回日本学生陸上競技個人選手権
（4/15～17 平塚・神奈川）

第1回 栃木陸上競技協会記録会（カンスタ）

16（土）～17（日） 第68回 栃木県陸上競技春季大会 中学校の部（佐野）
24（日）
30（土）
30（土）
1（日）

5

28（土）～29（日）

7

第2回 栃木陸上競技協会記録会（カンスタ）
第22回 栃木マスターズ陸上競技選手権大会（県総合第2）
第1回 SANOスプリント（佐野）
第106回日本選手権・10000m
（5/7 国立・東京）

第57回 佐野市春季奨励陸上競技大会（佐野）

栃木陸協強化部会 （5/3）
第１回栃木陸協理事会
（5/7 10：00～ カンスタ）

12（木）～15（日） 第63回 栃木県高校総体陸上競技大会（カンスタ） 【予備日 5/16（月）】
22（日）

6

栃木陸協行事
審判主任者会議
（4/23 ＡＭ 県総合第2）
新規審判講習会
（4/23 ＰＭ 県総合第2）

15（金）～17（日） 第68回 栃木県陸上競技春季大会 高校・一般の部（カンスタ）

4

2022年2月14日

第１回栃木陸協評議員会
（5/7 13：30～ カンスタ）

第18回 栃木県障害者スポーツ大会（カンスタ）
栃木県U18/U16陸上競技記録会（県総合第２）

3（金）

第18回 栃木県中学校春季体育大会陸上競技大会（栃木市）

第106回日本選手権・混成・第38回U20日本選手
権・混成 （6/4～5 秋田県営・秋田）

栃木陸協強化部会 （6/5）

4（土）

第20回 栃木県ジュニア陸上競技トライアル（栃木市）

第106回日本選手権・第38回U20日本選手権
（6/9～12 長居・大阪）

審判主任者会議
（6/12 AM カンスタ）

18（土）

第62回 栃木県高等学校定時制通信制総合体育大会（

令和4年度関東高校陸上競技大会
（6/17～20 カンスタ） 【予備日 6/21（火）】

新規審判講習会
（6/25 AM カンスタ）

26（日）

第38回 全国小学生陸上競技交流大会栃木県予選会（県総合第２）

）

1（金）～3（日）

第93回 栃木県陸上競技選手権大会（カンスタ） 【予備日 7/4（月）】

審判主任者会議
（7/10 AM カンスタ）

2（土）～3（日）

第68回 全日本中学校通信陸上競技大会栃木県大会（佐野）

栃木陸協強化部国体選考会議（7/18）
第2回栃木陸協理事会
（7/31 県総合第２）

16（土）～17（日） 第77回 国民体育大会陸上競技栃木県予選会（カンスタ） 【予備日7/18（月）】
25（月）～26（火） 第75回 栃木県中学校総合体育大会陸上競技大会（佐野）
11（木）
27（土）
27（土）

第2回 SANOスプリント（佐野）
第23回 U16陸上競技最終選考会（カンスタ）
SANOミドル・ロングディスタンス（佐野）

第57回全国高校定通制陸上競技大会
（8/1～3 駒沢・東京）

審判主任者会議
（8/11 AM 県総合第2）

第75回全国高校陸上競技対抗選手権大会
（8/3～7 鳴門・徳島）
第50回関東中学校陸上競技大会
（8/9～10 平塚・神奈川）
第49回全日本中学校陸上競技選手権大会
（8/18～21 とうほう・福島）

8

第95回関東陸上競技選手権大会
（8/19～21小瀬・山梨）
第38回全国小学生陸上競技交流大会
（8/20 日産スタジアム・神奈川）
第57回全国高専陸上競技大会
（ 愛媛県総合・愛媛）
3（土）
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10（土）～11（日） 第62回 栃木県高校陸上競技新人大会（下野）
17（土）
6（木）～10（月）

10

栃木県高等学校北部支部総体陸上競技大会（美原）

23（日）
29（土）～31（月）

第62回 栃木県高校陸上競技新人大会（円盤・ﾊﾝﾏｰ・やり 県総合投てき場）
第77回 国民体育大会（カンスタ）

第47回 佐野市秋季奨励陸上競技大会（佐野）

第91回日本学生対校陸上競技選手権大会
（9/9～11 たけびしスタジアム・京都）
第70回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会
（9/23～25 岐阜メモリアル・岐阜）
第43回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ陸上競技選手権大会
（9/23～25 福井県営・福井）
第106回日本選手権・リレー
（10/1～2
）
第26回関東高校選抜新人陸上大会
（10/22～23 笠松・茨城）

第22回 全国障害者スポーツ大会（カンスタ）

第75回 男子栃木県高等学校駅伝競走大会（佐野）

第37回東日本女子駅伝競走大会
（11/13 福島）

第37回 女子栃木県高等学校駅伝競走大会（佐野）

男子第75回・女子第31回 関東高等学校駅伝競走
大会（11/19 ひたちなか・茨城）

3（水）

栃木陸上競技協会強化部会 （11/26）

第75回 栃木県中学校駅伝競走大会（那須野が原公園）
5（土）

第31回 栃木県中学校女子駅伝競走大会（那須野が原公園）

11
6（日）
6（日）

第5回 栃木県小学生陸上競技大会（下野）
第3回 SANOスプリント（佐野）

12（土）

第51回 栃木県中学校新人体育大会陸上競技大会（下野）

27（日）

第42回 霜月戦（県総合第２）

3（土）

第5回 栃木県学童少年少女駅伝競走那須塩原大会（那須野が原公園）

第31回関東中学校駅伝競走大会
（12/4 上柚木公園・東京）

第3回栃木陸上競技協会理事会・納会
（12/10 15：00～ ホテルニューイタヤ）

第30回全国中学駅伝競走大会
（12/18 希望が丘・滋賀）
男子73回・女子34回全国高校駅伝競走大会
（12/25 京都）
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日本陸連Ｕ16強化研修関東地区合宿
（12/25～27 千葉）
日本陸連Ｕ19強化研修関東地区合宿
（12/25～28 味の素スタジアム他・東京）
2023

第64回 郡市町対抗駅伝競走大会（宇都宮～栃木）

第41回都道府県対抗女子駅伝競走大会
（1/15 京都）

第15回 栃木県小学生駅伝競走大会（栃木）

第28回都道府県対抗男子駅伝競走大会
（1/22 広島）

29（日）
／1

全国都道府県駅伝栃木県選手団結団式
（1/7 AM ）

第106回日本選手権・室内・ 第23回日本室内陸上
栃木陸上競技協会強化部会 （2/4）
競技大阪 （2/4～5 大阪城ﾎｰﾙ・大阪)
第8回全国中学生クロスカントリー選手権大会
（2/ 希望が丘・滋賀）

2

第4回栃木陸上競技協会理事会
（2/11 ＡＭ カンスタ）
第2回栃木陸上競技協会評議員会
（2/11 ＰＭ カンスタ）
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18（土）

第3回 栃木陸上競技協会記録会（県総合第２）

19（日）

第5回 ５時間リレーマラソン栃木大会（カンスタ）

25（土）

第4回 SANOスプリント（佐野）

日本陸連全国高校合宿
（3/24～28 岐阜）

栃木陸上競技協会 表彰式・関係団体連絡会
（3/4 ＡＭ ホテルニューイタヤ）
審判講習会 伝達講習（3/12 AM カンスタ）
新規講習（3/12 PM カンスタ）

