
11（日） ●105日本選手権50Km競歩 輪島（石川） 3（土） 　 第1回学連競技会 福岡大（福岡） 10（土） 第1回春季陸上 大分 17（土） 評議員会・第1回理事会 大分

11（日） ★GP75出雲陸上 県立浜山公園（島根） 10（土） ★GP30金栗記念選抜中・長距離大会 えがお健康ｽﾀｼﾞｱﾑ（熊本） 18（日） 第1回県長距離記録会 大分

18（日） ●23長野マラソン 長野（長野） 11（日） ◎74九州都市対抗 大牟田（福岡） 18（日） 第1回大分市陸上記録会 大分

25（日） ★10ぎふ清流ハーフマラソン 岐阜（岐阜） 18（日） 第1回日田市陸上記録会 日田

25（日） ★GP69兵庫リレーカーニバル ﾕﾆﾊﾞｰ記念（兵庫） 24（土）～25（日） 75県選手権（兼国体第一次選考会） 昭和電工ﾄﾞｰﾑ大分

29（木・祝） ★GP55織田記念陸上 広域公園（広島）

3（月・祝） ●105日本選手権10000m 小笠山静岡ｽﾀｼﾞｱﾑ（静岡） 4（火・祝） ★GP32ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｹﾞｰﾑズIｎのべおか 延岡（宮崎） 4（火・祝） 第2回春季陸上 大分 1（土） 国体強化練習会 スポーツ公園・大分

3（月・祝） ★GP37静岡国際陸上 小笠山静岡ｽﾀｼﾞｱﾑ（静岡） 21（金）～23（日） 　 91九州学生対校選手権 博多の森（福岡） 16（日） 69県高校総体陸上（１日目） 昭和電工ﾄﾞｰﾑ大分 3（月・祝） 県中学合同記録会・練習会 大分

5（水・祝） ★21北海道・札幌マラソンフェスティバル 札幌大通公園（北海道） 22（土）～23（日） 　 64九州実業団選手権 鞘ｹ谷（福岡） 16（日） 4佐伯市近郊小学生陸上記録会 佐伯 9（日） 新規審判講習会 大分

5（水・祝） ★GP2021水戸招待陸上 ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷｽﾀｼﾞｱﾑ水戸（茨城） 29（土） 　 第2回学連競技会 平和台（福岡） 22（土） 30県ナイター記録会（第2回県長距離記録会） 大分

5（水・祝） ★GP8木南道孝記念 ﾔﾝﾏｰｽﾀｼﾞｱﾑ長居（大阪） 23（日） 24大分市近郊小学生陸上記録会 大分

9（日） ★31仙台国際ハーフマラソン 仙台（宮城） 【 WA 】 23（日） 16県障がい者スポーツ大会 昭和電工ﾄﾞｰﾑ大分

9（日） ★READY STEADY TOKYO-陸上競技 国立競技場（東京） 1（土）～2（日） 　 5世界リレー シレジア（ポーランド） 29（土）～31（月） 69県高校総体陸上（２～４日目） 大分

4（金）～6（日） ○2021日本学生個人 ﾚﾓﾝｶﾞｽｽﾀｼﾞｱﾑ平塚（神奈川） 12（土） 　 52全日本大学駅伝九州地区予選 阿蘇（熊本） 2（水）～3（木） 大分市中学総体 大分

6（日） ★GP Denka Athletics Challenge Cup2021 ﾃﾞﾝｶﾋﾞｯｸﾞｽﾜﾝ（新潟） 13（日） 　 39全日本大学女子駅伝九州地区予選 阿蘇（熊本） 6（日） 大分県定通大会 昭和電工グラウンド

6（日） ★GP布勢スプリント2021 布勢総合（鳥取） 17（木）～20（日） 　 74IH南九州陸上 えがお健康ｽﾀｼﾞｱﾑ（熊本） 6（日） 第2回日田市陸上記録会 日田

12（土）～13（日） ●105日本陸上競技選手権混成競技 長野市営（長野） 12（土） 37県小学生リレーカーニバル
（兼全国小学生交流大会選考会）

昭和電工ﾄﾞｰﾑ大分

12（土）～13（日） ●37U20日本選手権混成競技 長野市営（長野） 17（木）～20（日） 74ＩＨ北九州陸上 昭和電工ﾄﾞｰﾑ大分

24（木）～27（日） ●105日本陸上競技選手権 ﾔﾝﾏｰｽﾀｼﾞｱﾑ長居（大阪） 26（土）～27（日） 67中学通信陸上 大分

24（木）～27（日） ●37U20日本選手権 ﾔﾝﾏｰｽﾀｼﾞｱﾑ長居（大阪）

4（日） ★2021函館マラソン 函館（北海道） 4（日） 76国体標準記録チャレンジ記録会 大分 10（土） 第2回理事会 大分

17（土） ★61実業団・学生対抗陸上 ﾚﾓﾝｶﾞｽｽﾀｼﾞｱﾑ平塚（神奈川） 4（日） 第3回県長距離記録会 大分 17（土） 国体強化練習会・メディカルチェック スポーツ公園

28（水）～8/1（日） ●74全国高校陸上 福井運動公園（福井） 11（日） 27大分市選手権 大分 下旬 都道府県駅伝強化合宿

【 WA 】 11（日） 第3回日田市陸上記録会 日田

18（日） 　 18アジアマラソン選手権 パタヤ（タイ） 17（土）～18（日） 58九州高専陸上 大分

30（金）～8/8（日・祝） 　 32オリンピック 国立競技場（東京） 28（水）～29（木） 59県中学総体陸上 大分

17（火）～20（金） ●48全国中学陸上 笠松（茨城） 4（木）～6（金） 43九州中学陸上 博多の森（福岡） 7（土）～8（日） 36私学大会 大分 9（月）～12（木） 国体強化合宿 スポーツ公園

22（日）～24（火） ●56全国定通制高校陸上 駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園（東京） 20（金）～22（日） ◎76九州選手権 ﾄﾗﾝｽｺｽﾓｽｽﾀｼﾞｱﾑ（長崎） 8（日） 5九州地区小学生陸上競技交流大会 昭和電工ﾄﾞｰﾑ大分 28（土） 国体強化練習会 スポーツ公園

【 WA 】 29（日） 第2回大分市陸上記録会 大分 上旬 都道府県駅伝強化合宿

17（火）～22（日） 　 18U20世界陸上競技選手権 ナイロビ（ケニア）

調整中 　 29日韓中ジュニア交流競技会 調整中

18（水）～29（日） 　 ワールドユニバーシティゲームズ 成都（中国）

4（土）～5（日） ●56全国高専陸上 宮城ｽﾀｼﾞｱﾑ（宮城） 24（金）～26（日） ◎49九州学生選手権 久留米（福岡） 4（土） 第1回秋季陸上 大分 4（土） メディカルチェック 大分

17（金）～19（日） ○90日本学生対校陸上 熊谷スポーツ文化公園（埼玉） 4（土） JOC52U16陸上競技大分県選考会 大分 5（日） 国体強化練習会 スポーツ公園

19（日） ●37全国小学生陸上 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ（神奈川） 5（日） 38九州マスターズ陸上 佐伯 25（土）～26（日） 国体強化合宿 スポーツ公園

24（金）～26（日） ★69全日本実業団選手権 ﾔﾝﾏｰｽﾀｼﾞｱﾑ長居（大阪） 11（土） 23院内ジュニア陸上グランプリ 平成令和の森 26（日） リバスタフェスタ 大分

30（木）～10/4（月） ●76国民体育大会 三重交通G伊勢（三重） 12（日） 74県民体育大会 昭和電工ﾄﾞｰﾑ大分

18（土）～19（日） 66県高校新人陸上 大分

23（木・祝） 65県ロード選手権 大分ｽﾎﾟｰﾂ公園

25（土） 第2回秋季陸上 大分

26（日） 21九州瀬戸内高校女子駅伝 国東

【 WA 】 29（水）～30（木） 大分市中学新人陸上 大分

11（土）～12（日） 　 アジア投てき選手権 木浦（韓国） （未定） 25九州高校選抜男子駅伝 九重

日本陸連主催大会等（●＝日本陸連主催、★＝日本陸連後援、○＝協力団体主要競技会） 九州陸上競技協会主催大会等（●＝日本陸連主催、★＝日本陸連後援、◎＝九州陸協主催） 県内大会 会議、合宿、強化練習会等
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10（日） ○33出雲全日本大学選抜駅伝 出雲（島根） 8（金）～10（日） 39九州高校新人 県総合（宮崎） 2(土)～3（日） 47県中学新人陸上 大分

17（日） ●2021東京マラソン 東京（東京） 16（土）～17（日） 　 6九州学生新人陸上 島原（長崎） 9（土） 21県レディース陸上 大分

17（日） ★GP18田島記念陸上 維新百年記念（山口） 24（日） 　 プリンセス駅伝 宗像・福津（福岡） 13（水） 大分市中学駅伝 大分ｽﾎﾟｰﾂ公園

22（金）～24（日） ●105日本選手権リレー 愛媛県総合（愛媛） 17（日） 　 40全日本実業団女子駅伝統一予選会 （宮崎） 16（土） 県小学生記録会 大分

22（金）～24（日） ●15U18・52U16陸上競技 愛媛県総合（愛媛） 24（日） ★GP北九州陸上カーニバル 北九州市本城（福岡） 17（日） 第4回日田市陸上記録会 日田

24（日） ★60全日本50Km競歩高畠 高畠（山形） 23（土） 12チャレンジゲームズ（第4回県長距離記録会） 昭和電工ﾄﾞｰﾑ大分

31（日） ○39全日本大学女子駅伝 仙台（宮城）

調整中 ★42全日本マスターズ 調整中

7（日） ○53全日本大学駅伝 伊勢（愛知・三重） 3（水・祝） 　 58九州実業団毎日駅伝 北九州若松（福岡） 3（水・祝） 51県小学生選手権 昭和電工ﾄﾞｰﾑ大分 23（火・祝） 小中高一貫強化事業 大分

14（日） ★36東日本女子駅伝 福島（福島） 20（土） 　 74･33九州高校（男・女）駅伝 佐賀（佐賀） 5（金） 69･34県中学（男・女）駅伝 大分ｽﾎﾟｰﾂ公園 23（火・祝） ジュニア練習会① 大分

21（日） ★11神戸マラソン 神戸（兵庫） 調整中 　 33九州各県対抗マスターズ駅伝 調整中 6（土） 72･37県高校（男・女）駅伝 大分ｽﾎﾟｰﾂ公園 27（土） ジュニア練習会② 大分

調整中 ★41全日本実業団女子駅伝 仙台（宮城） 7（日） 第5回日田市陸上記録会 日田 28（日） 国体強化練習会① スポーツ公園・大分

13（土） 8高校学年別陸上 大分

【 WA 】 21（日） 40大分国際車いすマラソン 大分

24（水）～27（土）    3アジアユースゲームズ 汕頭（中国） 27（土） 九州地区小学生クロスカントリー交流大会 院内

調整中 　 アジアハーフマラソン選手権 カンチャナブリー（タイ） 28（日） 第5回県長距離記録会（兼都道府県駅伝選考会） 大分

19（日） ●29全国中学駅伝 希望が丘（滋賀） 4（土） 　 41･33九州中学（男・女）駅伝 佐賀（佐賀） 11（土） 18ＯＢＳ大分トヨペットカップ学童駅伝 大分ｽﾎﾟｰﾂ公園 12（日） 国体強化練習会② スポーツ公園

19（日） ★40山陽女子ロードレース 岡山（岡山） 4（土） 　 39・21九州学生（男・女）駅伝対校 島原（長崎） 12（日） 36県クラブ対抗駅伝 大分ｽﾎﾟｰﾂ公園 18（土） 県中学強化記録会① 大分

19（日） ★52防府読売マラソン 防府（山口） 5（日） ●75福岡国際マラソン 福岡（福岡） 18（土） 第3回理事会 大分

26（日） ●72・33全国高校駅伝 京都（京都） 5（日） 　 36NAHAマラソン 那覇（沖縄） 25（土） ジュニア練習会③ 大分

30（木） ○2021全日本大学女子選抜駅伝 富士（静岡） 5（日） 　 46甲佐10マイルロードレース 甲佐（熊本） 下旬 都道府県駅伝強化練習会 大分

12（日） ★2021長崎陸協競歩 県総合（長崎）

1（土・祝） ★66全日本実業団対抗駅伝 前橋（群馬） 16（日） 　 33選抜女子駅伝北九州大会 小倉・八幡（福岡） 23（日） 16大分うみたまごｼｰｻｲﾄﾞたすきﾘﾚｰ（ﾊｰﾌ） うみたまご 9（日） 国体強化練習会③ スポーツ公園・大分

1（土・祝） ★70元旦競歩 東京（東京） 15（土） ジュニア練習会④ 大分

16（日） ●皇后盃40都道府県対抗女子駅伝 京都（京都） 22（土） 県中学強化記録会② 大分

23（日） ●天皇盃27都道府県対抗男子駅伝 広島（広島） 29（土） 国体強化練習会④ スポーツ公園・大分

30（日） ●41大阪国際女子マラソン 大阪（大阪） 29（土） 大分陸協新年会 ﾄｷﾊ会館

30（日） ★2022大阪ハーフマラソン 大阪（大阪） 上旬 都道府県駅伝調整合宿 大分

13（日） ◎61唐津10マイル 唐津（佐賀） 6（日） ◎70別大毎日マラソン 大分 12（土） ジュニア練習会⑤ 大分

13（日） ◎59延岡西日本マラソン 延岡（宮崎） 11（金・祝） 30県ｽﾎﾟｰﾂ少年団駅伝交流大会 大分ｽﾎﾟｰﾂ公園 19（土） ジュニア練習会⑥ 大分

6（日） ★76香川丸亀国際ハーフマラソン 丸亀（香川） 20（日） ★2022熊本城マラソン・熊日30Km 熊本（熊本） 13（日） 高校新人駅伝 大分ｽﾎﾟｰﾂ公園 26（土） 県中学強化記録会③ 大分

13（日） ★50全日本実業団ハーフマラソン 山口（山口） 26（土） ●105日本選手権クロスカントリー 海の中道海浜公園（福岡） 21（月）～25（金） 64県内一周駅伝 大分県

20（日） ●105日本選手権20Km競歩 神戸（兵庫） 26（土） ●37U20日本選手権クロスカントリー 海の中道海浜公園（福岡）

調整中 ★55青梅マラソン 東京（東京） 27（日） 　 70鹿島祐徳ハーフマラソン 鹿島（佐賀）

調整中 ★2022京都マラソン 京都（京都） 調整中 　 30おきなわマラソン 沖縄（沖縄）

【 WA 】

19（土） 　 44世界クロスカントリー選手権 パサースト（オーストラリア）

6（日） ●2022東京マラソン 東京（東京） 6（日） ◎73金栗杯玉名ハーフマラソン 玉名（熊本） 6（日） 2022スプリングチャレンジ陸上inリバスタ 大分 12（土） ジュニア練習会⑦ 大分

12（土）～13（日） ●105日本選手権室内・2022日本室内大阪 大阪城ﾎｰﾙ（大阪） 12（土） 26県南選手権大会 佐伯 12（土） 常務理事会・表彰委員会 大分

13（日） ●2022名古屋ウィメンズマラソン 名古屋（愛知） 13（日） 26県南選手権大会（小学生の部） 佐伯 13（日） 国体強化練習会⑤ スポーツ公園

20（日） ●46全日本競歩能美 能美（石川） 【 WA 】 21（月・祝） 21大分地区大学高専記録会 大分 19（土） 第4回理事会 大分

20（日） ○16日本学生20Km競歩 能美（石川） 18（金）～20（日） 　 世界室内選手権 ベオグラード（セルビア） 20（日） ジュニア練習会⑧ 大分

調整中 ○25日本学生ハーフマラソン 東京（東京） 20（日） 　 2022ｱｼﾞｱ選手権・20Km競歩 能美（石川） 26（土） 県中学強化記録会④ 大分

調整中 〇25日本学生女子ハーフマラソン 松江（島根） 27（日）    25世界ハーフマラソン選手権 揚州（中国）

調整中 第10回大阪マラソン 大阪

調整中 第77回びわ湖毎日マラソン統合大会

調整中 ●7全国中学生クロスカントリー 希望が丘（滋賀）

調整中 　 33全日本びわ湖クロスカントリー 希望が丘（滋賀）

日本陸連主催大会等（●＝日本陸連主催、★＝日本陸連後援、○＝協力団体主要競技会） 九州陸上競技協会主催大会等（●＝日本陸連主催、★＝日本陸連後援、◎＝九州陸協主催） 県内大会 会議・合宿、その他
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