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5 県ﾏｽﾀｰｽﾞ重量五種・投擲記録会 城山 3 西相高校記録会 城山 11-12 川崎記録会 等々力

11-12 県記録会 三ツ沢 4-5 横浜高校記録会 三ツ沢 18 横浜市民大会 三ツ沢

18 県記録会 平塚 19 相模原記録会 麻溝

19 県記録会 城山 19 愛甲記録会 三増

29 県中学選手権 三ツ沢 25-26 横浜市民大会 三ツ沢

26 小田原記録会 城山

26 大和記録会 大和

2 県中選手権 三ツ沢 2-3 県高校総体川崎予選 等々力 9 秦野記録会 秦野

23-24 県高校総体 三ツ沢 2-3 県高校総体西予選 城山 31 厚木選手権 荻野

30-31 県高校総体 平塚 2-3 県高校総体中予選 不入斗

31 県ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権 三ツ沢 3-4 県高校総体横浜予選 三ツ沢

16 平塚小・中記録会 平塚

16 横浜中学記録会 三ツ沢

30-31 県中学通信川崎予選 等々力

28 県選手権 城山 6-7 県中学通信県央予選 大和 6-7 小田原選手権 城山

7 少年少女研修記録会 平塚 6-7 県中学通信横浜予選 三ツ沢 20-21 横浜記録会 三ツ沢

7 全国定通予選 平塚 6-7 県中学通信湘南予選 不入斗 21 秦野選手権 秦野

13-14 県中学通信西予選 城山 21 県西選手権 城山

21 大和選手権 大和

21 座間選手権 大和

27-28 川崎陸上 等々力

27-28 横須賀選手権 不入斗

4-5 県選手権 平塚 11-12 横三高校 不入斗 12 平塚選手権（高校・一般） 平塚

4-5 県中学選抜 三ツ沢 18 西相高校 城山 20 中郡選手権 平塚

11 全国小学生予選 平塚 18-19 横浜高校 三ツ沢 25 小田原記録会 城山

11 県実業団選手権 大和 19 湘南高校 体育セ 25 平塚ﾅｲﾀｰ記録会 平塚

18 県中学通信 平塚 19-20 北相高校 城山

21 県中学通信 平塚 20 川崎高校 等々力

14-16 県記録会 三ツ沢 21-22 県高校新人川崎予選 等々力 1-2 藤沢選手権 体育セ

14-16 国体選考会 三ツ沢 22 伊勢原中学総体 秦野 1-2 大和記録会 大和

27 ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ選考会 三ツ沢 22 秦野中学陸上 秦野 1-2 座間総体 大和

28-29 全国小学生大会 日産ス 29 県中学総体横須賀予選 不入斗 2 愛甲記録会 三増

29 小田原・足柄下中学総体 城山 9 鎌倉選手権 体育セ

29-30 県高校新人横浜予選 三ツ沢 9 小田原記録会 城山

22 平塚ﾅｲﾀｰ記録会 平塚

22 足柄上選手権 城山

19-20 県高校新人 平塚 5 平塚中学対抗 平塚 5 横浜ﾅｲﾀｰ記録会 三ツ沢

23 ｽｰﾊﾟｰ陸上 等々力 5-6 県高校新人中予選 不入斗 5-6 川崎選手権 等々力

26-27 県高校新人 三ツ沢 5-6 県高校新人西予選 城山 6 北相記録会 麻溝

12-13 川崎中学総体 等々力 13 大和記録会 大和

19 足柄上・南中学 城山 13 厚木記録会 荻野

19-20 横浜中学総体 三ツ沢 20 伊勢原選手権 荻野

22 相模原中学総体 麻溝

26 横須賀中学新人 不入斗
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県陸協、高校・中学県大会 高校・中学　地区大会 郡市陸協
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県陸協、高校・中学県大会 高校・中学　地区大会 郡市陸協

4 県中学総体 平塚 3 川崎高校新人 等々力 3 秦野中長記録会 秦野

11 県中長記録会 平塚 3 横三高校新人 不入斗 10 横浜選手権 三ツ沢

11 県小学生研修会 平塚 3-4 横浜高校新人 三ツ沢 10 横浜記録会 三ツ沢

17 実業団・学生対抗 平塚 4 小田原高校 城山 10-11 横須賀市民 不入斗

23-25 日本選手権ﾘﾚｰ 日産ス 10 西相高校新人 城山 17-18 川崎秋季市民 等々力

23-25 ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 日産ス 10 北相高校新人 海老名 17-18 横浜選手権 三ツ沢

12 湘南高校新人 体育セ 17-18 横浜記録会 三ツ沢

24 相模原中学秋季 麻溝 18 小田原長距離記録会 城山

31 小田原・足柄下中学新人 城山 18 愛甲記録会 三増

31 平塚中学新人 平塚 25 川崎ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 等々力

7 県ﾏｽﾀｰｽﾞ五種記録会 大和 1 横浜中学秋季 三ツ沢 3 横須賀秋季 不入斗

7 県高校駅伝 丹沢湖 1 横浜中学棒高跳 三ツ沢 7 川崎ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 等々力

7 県中学駅伝 八景島 22 大和長距離記録会 大和

8 横浜ﾏﾗｿﾝ 横浜 23 厚木記録会 荻野

14-15 県高校混成等記録会 不入斗

15 横浜国際女子ﾏﾗｿﾝ 横浜

22 横須賀ｼｰｻｲﾄﾞﾏﾗｿﾝ よこすか

22 都道府県駅伝予選（中学） 体育セ

28 都道府県駅伝予選（高校・一般） 体育セ

28 県ﾏｽﾀｰｽﾞ記録会 三ツ沢

29 丹沢湖ﾏﾗｿﾝ 丹沢湖

19 横須賀長距離記録会 不入斗

20 藤沢長距離記録会 体育セ

1 2-3 箱根駅伝 東京⇔箱根 9 横須賀長距離記録会 不入斗

7 県実業団駅伝 丹沢湖 6 横須賀長距離記録会 不入斗

7 県実業団ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 丹沢湖

14 かながわ駅伝 秦野⇒相模湖

21 横浜記録会 三ツ沢

21 藤沢春季記録会 体育セ

27 横須賀春季記録会 不入斗

28 厚木記録会 荻野

◆　神奈川陸上競技協会 〒231-0012

横浜市中区相生町1-18

光南ビル5F-B

Tel 045-210-9660

Fax 045-210-9667

Hp http://www.kanagawariku.org/
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