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青春の 火 は 燃 ゆ

2018年主要日程

＆第１回全日本マスターズを検証
初夏のそよ風に新緑がそよぐ。５月は１日がメーデー、２日は八十八夜、３日が憲法記念日、４日はみどりの
日、５日はこいのぼりが勢いよく泳ぐ端午の節句でこどもの日と、６日までがゴールデンウィーク。マスターズ会
員のみなさんは有意義に過ごされただろうか。2018年度の日程が決まり、主要分を掲載。どの大会に出場す
るか、ターゲットを絞ってみては。
そして今回、マスターズ連合が誕生して開いた全日本選手権の第１回大会を検証した。
第１回大会プレビュー
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は２位だった。
「学生のときのレース
より緊張しました」と口をそろえた。
女子の 35 ～ 39 歳・砲丸投も元学

2018 年度の日程
９、10 月に主要行事が集中

は第 39 回全日本マスターズ陸上競技
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生と実業団で活躍した中筋（旧姓・高

2018 年度の日本マスターズ陸上競
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■ 競技日程（５月 20 日以降）

（○印は日本陸連登録が必要）

〔国外・国内主要大会〕
▽６月 17 日
▽９月５～ 16 日
▽９月９日
▽９月 22 ～ 24 日
▽ 10 月７日
▽ 10 月８日
▽ 10 月 13、14 日
▽ 10 月 26 日
▽ 10 月 27、28 日
▽ 11 月３～６日
▽ 11 月 18 日

〔各地域別大会〕

▽５月 20 日
▽６月３日
▽６月９、10 日
▽６月 10 日
▽６月 17 日
▽６月 24 日
▽６月 24 日
▽７月 14 日
▽７月 14、15 日
▽７月 22 日
▽７月 29 日
▽８月５日
▽９月９日
▽９月９日
▽９月 30 日
▽ 10 月 21 日
▽ 12 月２日
▽ 2019 年３月 21 日

○第 29 回全日本マスターズ混成競技選手権（投てき五種・跳躍五種）
○第 23 回世界マスターズ陸上競技選手権
2018 国際ゴールドマスターズ奈良大会（プレ大会）
○第 39 回全日本マスターズ陸上競技選手権
○ 2018 いわて北上マラソン大会兼全日本マスターズマラソン選手権
2018 いわて北上ロードウオーク大会兼全日本マスターズ競歩
○第 29 回全日本マスターズ混成競技選手権（十種競技・七種競技・五種競技）
国際マスターズ競技大会開会式・記念講演会
国際ゴールドマスターズ競技（陸上競技選手権）大会
第 30 回ねんりんピック（日マ連合後援）
○第 31 回都道府県対抗全日本マスターズ駅伝・第７回全日本マスターズロードレース

○第 17 回東海マスターズ選手権
○第 20 回関東ロード選手権
第 10 回北海道混成
○第 36 回四国兼第 37 回香川選手権
○第 29 回全日本混成（重量五種・跳躍五種）
○第 34 回近畿選手権
第 34 回全山陰選手権
○第 27 回関東選手権
○第 37 回中国選手権
○第 35 回九州兼第 31 回長崎選手権
○第 35 回東北選手権
第 33 回北海道選手権
○第 35 回北陸選手権
○第 23 回中国混成（五種）兼第 20 回中国記録会
○第６回北海道ハイテク杯選手権マスターズの部
○第 19 回東日本大会
第５回東日本ロード選手権
近畿駅伝

〔陸連登録が必要な地方競技会〕
▽５月 27 日
▽６月３日
▽６月 10 日
▽６月 17 日
▽６月 17 日
▽６月 23 日
▽６月 24 日
▽７月１日
▽７月８日
▽７月 15 日
▽７月 29 日
▽７月 29 日
▽８月４、５日
▽８月 12 日
▽８月 18 日
▽８月 19 日
▽９月９日
▽ 10 月 14 日
▽ 10 月 21 日
▽ 10 月 21 日

第 23 回岐阜
第 36 回新潟
第 35 回大分
第 36 回石川
第 33 回徳島
第 39 回愛知
第 38 回岩手
第 33 回鳥取
第 30 回福井
第 29 回長野
第 37 回富山
第 70 回愛知記録会
第 24 回石川混成
第 71 回愛知記録会
第 35 回神奈川
第 31 回埼玉
第 20 回みえスポーツフェスティバル大会
第 16 回大分記録会
第 34 回静岡
第５回徳島秋季記録会

（神奈川・小田原市城山競技場）
（スペイン・マラガ）
（奈良・ならでんフィールド）
（鳥取・コカ・コーラウエストパーク競技場）
（岩手・北上市）
（岩手・北上市）
（神奈川・小田原市城山競技場）
（奈良・奈良文化会館）
（奈良・ならでんフィールド）
（富山）
（愛知・地球博記念公園）

（愛知・ウェーブスタジアム刈谷）
（東京・昭和公園）
（千葉・千歳市青葉公園）
（香川・高松市屋島レグザムフィールド）
（神奈川・小田原市城山）
（滋賀・甲賀市）
（島根・松江市）
（東京・江戸川区）
（山口・維新公園）
（長崎・トランスコスモススタジアム長崎）
（青森・青森県総合運動場）
（北海道・旭川市花咲スポーツ公園）
（石川・県西部緑地公園）
（岡山・津山市）
（北海道・札幌市厚別公園）
（東京・八王子市）
（東京・昭和公園）
（滋賀・希望ケ丘公園）

（多治見運動公園）
（柏崎市）
（日田市）
（金沢市）
（鳴門大塚）
（ウェーブスタジアム刈谷）
（金ケ崎町）
（米子市）
（奥越ふれあい公園）
（松本平広城公園）
（富山県五福公園）
（ウェーブスタジアム刈谷）
（石川県西部緑地公園）
（ウェーブスタジアム刈谷）
（大和市営大和スポーツセンター）
（熊谷スポーツ文化公園）
（三重交通 G スポーツの杜）
（日田市）
（静岡県草薙総合運動場）
（鳴門の大塚）

▲三段跳元世界記録保持者の小掛さん、
1980年当時で47歳だった

▲1980年の全日本中高齢者陸上より。
３A（60〜64歳）400m決勝で左端は優勝した渡邉さん
（和歌山・当時63歳）
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