
２０２１年度　競技大会・行事日程
京都陸上競技協会 2021/3/3

（関係協力団体主催を含む）
２０２１年 ◎：主／補助　○：主　△：補助
月 日（曜） 競技大会（行事） 会場

3 ２７(土）１３：３０ 高体連「大会要項説明会」 京都テルサ
２７(土）１５：００ 京都陸協「大会要項説明会」 京都テルサ
２７(土）１７：００ 京都陸協「審判講習会」 京都テルサ

4 　４（日） 第８５回京都学生対校選手権（京都Ｉ．Ｃ） 西京極◎
１０（土） 京都陸協第１回記録会 西京極◎
１０（土） 中学校第１回記録会 丹波◎
１１（日） 第５６回京都府高校春季大会 丹波◎
１７（土） 中学校第２回記録会 山城◎
１７（土） 京都陸協ジュニア研修会 西京極△
２５（日） 京都陸協第２回記録会・2021ねんりんピック予選 西京極◎

5 　１（土） 第７４回京都市中学春季総体 西京極◎
　３（月祝）４（火祝）　 第７４回京都　Ｉ．Ｈ　市内地区予選 西京極◎
　５（水祝） 京都陸協ジュニア研修会 西京極△
　８（土） 第２２回京都府高校定時制通信制春季大会 丹波○
　８（土） 第１回Ｕ－１５記録会 西京極△
　９（日） 第７６回国体第１次選考会・京都陸協第３回記録会 西京極◎
１５(土）１６（日） 第７４回京都府高校総体　市内大会 西京極◎
１９（水） 関西インカレ公開練習・前日準備 西京極◎
２０（木）～２３（日） 第９８回関西学生対校選手権（関西Ｉ.Ｃ） 西京極◎
２９（土） 中学校第３回記録会 西京極◎

6 　４（金）～６（日） 第７４回京都府高校対校（京都　I .H) 西京極◎
１２（土） 京都府高校強化練習会（近畿高校出場者） 西京極△
１３（日） 京都府高校強化練習会（近畿高校出場者） 丹波◎
１３（日） 第６１回京都府定通制高校選手権 山城○
１３（日） 第３７回日清カップ全国小学生府予選 西京極◎
１３（日）夜間 第５３回全日本大学駅伝関西地区予選会 西京極○
１９（土）２０（日） 第７４回京都市中学校選手権 西京極◎
２６（土） 京都陸協ジュニア研修会 西京極△

7 　３（土）　４（日） 第６７回全日本中学生通信京都府大会 丹波◎
　４（日） 第２８回京都マスターズ選手権 西京極◎
１０（土） 京都陸協ジュニア研修会 西京極△
１７(土）１８（日） 第７６回京都選手権 西京極◎
２２（木祝） 第１回京都府高校記録会 西京極◎
２３（金祝） 第２回京都府高校記録会 西京極◎
２３（金祝） 第３８回府中学四種大会・第４回記録会 山城◎
２４（土） 第２回Ｕ－１５記録会 西京極△
２５（日） 第９１回同志社大・慶応大対校 山城◎
２５（日） 京都陸協ジュニア研修会 西京極△
２７（火）２８（水） 第７４回京都府中学校総体・第５回記録会 西京極◎
３１（土）8/１（日） 第７２回全国七大学対校/第３２回全国七大学女子 西京極◎

8 　３（火） 第３回Ｕ－１５記録会 西京極△
　６（金） 第４７回京都市立高校対抗 西京極○
　７（土 ） 京都陸協ジュニア研修会 西京極△
　７（土） 京都陸協第４回記録会 京都産大
　９（月） 京都陸協第５回記録会 京都産大
１５（日） 第９１回京都大・同志社大 西京極◎
２０（金）～２２（日） 第５４回京都府高校ユース選手権 西京極◎
２８（土） 第５２回ジュニアオリンピック選考会 西京極◎
２９（日） 第１８回京都府小学生クラブ対抗・第１９回市民総体 西京極◎

9 　４（土） 中学校第６回記録会 西京極◎
　４（土）夜間 第６回太陽が丘ナイター記録会 山城○
１２（日） 第４１回全京都障害者陸上大会 西京極◎
１６（木） 近畿ユース前日準備・公開練習 西京極◎
１７（金）～１９（日） 第５４回近畿高校ユース選手権 西京極◎
１９（日） 第７３回京都府高校定通制総合体育大会 丹波○
２０（月祝） 第７４回京都市中学校秋季大会 西京極◎
２３（木祝） 京都陸協第６回記録会 西京極◎
２５(土） 第３７回京都府小学生京都市予選会 西京極◎
２６（日） （午後）京都陸協ジュニア研修会（800市予選予備） 西京極△
２６（日） 2021関西学生女子駅伝選考会 京都産大

10 　２（土） 第２１回京都府中学校秋季大会 西京極◎
　３（日） 2021関西学生長距離協会記録会 西京極△
　９（土）１０（日） 第５６回京都府高校ジュニア 西京極◎
１０（日） 舞鶴赤れんがハーフマラソン2021 舞鶴市内
１６（土） 京都陸協ジュニア研修会 西京極△
１７（日） 第７２回男子第３７回女子京都市中学校駅伝 西京極◎
３０（土） 京都陸協第７回記録会 京都産大
３０（土） 第７回京都府中学オータムカップ（カンコー杯） 丹波◎
３０（土） 第５０回京都市小学生記録会 西京極◎
３１（日） 第４５回府民総体・第３７回京都府小学生選手権 西京極◎

11 　３（水・祝） ２０２１京都丹波ロードレース 丹波自然公園コース

　５（金） 第７３回私学総合体育大会 西京極◎
　７（日） 第７２回男子第３８回女子京都府高校駅伝 丹波◎
　７（日） 第９１回同志社大・立教大対校 山城◎
１３（土） 京都陸協第８回記録会 西京極△
１４（日） 第１６回京都府国公立高校大会 西京極◎
１４（日） 第７２回男子第３６回女子京都府中学校駅伝 丹波◎
２０（土） 丹後大学駅伝第８３回関西学生駅伝 丹後半島コース

２０（土） 京都陸協ジュニア研修会 西京極△
２１（日） 京都陸協第９回記録会 西京極△
２３（月祝） 第３１回福知山マラソン 三段池発着
２７（土） 第４回Ｕ－１５記録会 西京極△
２８（日） 第５７回スポーツ祭典陸上大会 西京極△



２０２１年度　競技大会・行事日程
京都陸上競技協会 2021/3/3

（関係協力団体主催を含む）
２０２１年 ◎：主／補助　○：主　△：補助
月 日（曜） 競技大会（行事） 会場
12 　５（日） 京都陸協第１０回記録会 西京極◎

　５（日） 第８８回京都学生駅伝 洛北コース
１１（土） 京都陸協ジュニア研修会 西京極△
１２（日） 京都マスターズ中長記録会 西京極△
１２（日） 第７回京都亀岡ハーフマラソン 亀岡
２２（水）２３（木） 全国高校駅伝（練習会場） 西京極△
２４（金）２５（土） 全国高校駅伝（練習会場） 西京極◎
２６（日） 第７２回男子第３３回女子全国高校駅伝 西京極◎

２０２２年 ◎：主／補助　○：主　△：補助
1 １０（月祝） 京都陸協ジュニア研修会 西京極△

１２（水）１３（木） 全国女子駅伝（練習会場） 西京極△
１４（金）１５（土） 全国女子駅伝（練習会場） 西京極◎
１５（土） 京都陸協１１回記録会 京都産大
１６（日） 第４０回全国女子駅伝 西京極◎
２２（土） 第２８回京都府高校定通制クロカン 宝池周辺
２３（日） 第５回Ｕ－１５記録会 西京極△
２９（土） 京都陸協指導者研修会 西京極○
２９（土） 京都陸協ジュニア研修会 西京極△

2 　５（土） 京都府小学生指導者研修会 西京極○
１１（金祝） 京都中学新人駅伝練習会 西京極◎
１２（土） 京都陸協ジュニア研修会 西京極△
１３（日）予定 第３７回京都市小学生大文字駅伝 市内北部
１３（日） 第４４回京都府民総体市町村対抗駅伝 三段池発着
１８（金）１９（土） 京都マラソン準備 西京極◎
２０（日） 京都マラソン２０２２ 西京極◎
２７（日） 京都陸協第１２回記録会 京都産大
２６（土） 京都陸協ジュニア研修会 西京極△

3 　５（土） 京都市中学リレーカーニバル 西京極△
１２（土） 第６回Ｕ－１５記録会 西京極△
１２（土） 全国車いす駅伝（前日準備） 西京極○
１３（日） 第３３回全国車いす駅伝 西京極◎
１９（土） 中学校第７回記録会 西京極◎
２０（日） 第４４回京都嵐山ハーフマラソン 桂川河川敷



市郡町村陸上競技協会
（関係協力団体主催及び練習会・合宿を含む）

２０２１年 ◎：主／補助　○：主　△：補助
月 日（曜） 競技大会（行事） 会場

3 ２８（日）１３：３０ 「審判講習会」（福知山市役所大江支所） 福知山陸協

4 　３（土） 第１回山城地方中学校記録会 山城○
　４（日） 亀岡陸協第１回記録会 亀岡
１８（日） 第５６回綾部市記録会 綾部高
２４（土） 第　　回城陽久御山中学春季大会 山城○
２４（土） 第７１回福知山市クラブ対抗 桃映中
２５（日） 2021年度北丹陸協（第１回）・宮津陸協記録会京丹後はごろも

２９（木祝） 第３８回南丹市小学生記録会・南丹市陸協春季記録会 丹波◎
5 　１（土） 第２回山城地方中学校記録会 山城○

　２（日） 2021山城陸協第１回記録会 山城○
　３（月祝）４（火祝）第７４回両丹高校対校選手権 丹波◎
　８（土） 阿蘇海一周マラソン大会 天橋立
　８（土） 第２２回京都府高校定時制通信制春季大会 丹波○
　９（日） 第６９回四都市体育大会 丹波◎
１５（土） 第３回山城地方中学校記録会 山城○
１５（土） 第３５回京丹後市中学校春季大会 京丹後はごろも

１６（日） 第７３回両丹高校総体 京丹後はごろも

２３（日） 第６２回綾部市選手権 綾部高
２３（日） 第５４回北丹選手権 京丹後はごろも

２９（土） 第２０回南丹市・船井郡中学校選手権 丹波◎
２９（土） 第３９回福知山市小学生大会 桃映中
２９（土） 第４５回舞鶴市小学生大会 東舞鶴公園

２９（土） 第７５回綾部市中学校選手権 綾部高
２９（土） 第５２回綴喜・城陽・久御山中学校夏季大会 山城○
３０（日） 2021山城地方陸上大会 山城○

6 　３（木）午後のみ 両丹高校種目別練習会 丹波◎
　３（木） 第５２回相楽地方中学校夏季大会 山城○
　５（土） 第３８回亀岡市中学校選手権 亀岡
　５（土） 第７３回福知山市中学校選手権 桃映中
　５（土） 第７３回舞鶴市中学校総体 京丹後はごろも

　５（土） 第６６回舞鶴選手権・ナホトカ通信大会 京丹後はごろも

　６（日） 第３７回丹後小学生陸上大会 京丹後はごろも

　６（日） 2021あやべ二王門登山レース 二王公園
１２（土） 第５４回宇治中学・乙訓中学選手権 山城○
１２（土） 第４１回綾部市小学生大会 綾部高
１２（土） 第５６回丹後中学校選手権 京丹後はごろも

１３（日） 京都府高校強化練習会 丹波◎
１９（土） 第７４回山城中学校選手権 山城◎
１９（土） 第７４回口丹波中学校選手権 丹波◎
２０（日） 第７１回中丹中学校選手権 丹波◎

7 １０（土） 2021年度第２回北丹陸協記録会 京丹後はごろも

１０（土） 2021年度第1回京都北部小学生クラブ記録会京丹後はごろも

１７（土） 第３２回丹後ブロック中学校総体 京丹後はごろも

２１（水）２２（木祝） 山城地方中学校合同研修会 山城○
２２（木祝） 第４０回南丹市選手権 丹波◎
２４（土） 第７４回三丹選手権 丹波◎
２４（土） 2021山城陸協第２回記録会 山城○
２５（日）～２７（火） 京都府高校夏季研修合宿 丹波◎
３１（土） Fランク練習会 丹波◎

8 　１（日） 第１回 海の京都KIDS U-13 陸上大会 京丹後はごろも

　１(日）～３（火） 京都府中学普及合宿 丹波◎
　１（日） 第５３回亀岡市選手権 亀岡
　７（土） 第５４回両丹ユース選手権 丹波◎
　８（日） 三丹中学校練習会 丹波◎
１４（土）～１６（月） 女子駅伝合宿 丹波○
１９（木） 両丹高校練習会 丹波◎
２１（土） 第４回山城地方中学校記録会 山城○
２８（土） 第７２回福知山市選手権 丹波◎
２９（日） 第４０回山城陸上選手権 山城○
２９（日） 第56回宮津市選手権・第40回小学生陸上大会 京丹後はごろも

9 　４（土） 亀岡陸協第２回記録会 亀岡
　５（日） 第３７回全京都車いす駅伝 丹波◎
　５（日） 第５４回綾部市民陸上大会 綾部高
１８（土） 第５３回福知山市中学校新人大会 桃映中
１８（土） 第４７回舞鶴市中学校新人大会 舞鶴高専
１８（土） 第６０回宇治乙訓城陽久御山秋季大会 山城○
１９（日） 山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク丹後ウルトラ100kmマラソン 網野アミティ

２０（月祝） 第３７回京都府小学生南部予選会 山城○
２５（土） 第５６回両丹高校ジュニア 京丹後はごろも

２５（土） 第５５回相楽綴喜中学校新人大会 山城○
２６（日） 第３７回京都府小学生丹後予選会 京丹後はごろも

２６（日） 第３７回京都府小学生丹波予選会 亀岡



市郡町村陸上競技協会
（関係協力団体主催及び練習会・合宿を含む）

２０２１年 ◎：主／補助　○：主　△：補助
月 日（曜） 競技大会（行事） 会場
10 　９（土） 第２９回中丹中学校駅伝 豊里コミセン周辺

　９（土） 第７２回口丹波中学校駅伝 丹波◎
　９（土） 第５回山城地方中学校記録会 山城○
１０（日） 第８回舞鶴赤れんがハーフマラソン2021 舞鶴市内
１６（土） 第３１回丹後中学校駅伝 峰山運動公園

１６（土） 第７４回男子第３６回女子両丹高校駅伝 海洋高校コース

１６（土） 第６８回男子第３６回女子山城中学校駅伝 高山ダム周辺

２３（土） 令和３年度京丹後市中学秋季大会 京丹後はごろも

２３（土） 南丹市陸協秋季強化記録会兼小学生記録会丹波◎
２３（土） 2021山城陸協第３回記録会 山城○
３０（土） 2021年度第３回北丹陸協記録会 京丹後はごろも

３０（土） 2021年度第２回京都北部小学生クラブ記録会京丹後はごろも

３１（日） 第５回天の橋立駅伝（第５１回宮津市民駅伝天橋立コース

３１（日） 京都府中学駅伝試走会 丹波○
11 　３（水祝） ２０２１京都丹波ロードレース 丹波自然公園コース

　６（土） 第３２回福知山市小学生駅伝 三段池発着

　６（土） 第３１回舞鶴小学生駅伝 グリーンスポーツＣ

　６（土） 第５回山城地方中学校記録会 山城○
１３（土） 両丹高校種目別練習会 京丹後はごろも

２０（土） 丹後大学駅伝第８２回関西学生駅伝 丹後半島コース

２１（日） 2021ＪＡＡＦ　Ｕ－１３研修会 京丹後はごろも

２３（火祝） 第３０回福知山マラソン 三段池発着

２７（土） 2021年度第４回北丹陸協記録会 京丹後はごろも

２８（日） 第７５回舞鶴市駅伝 舞鶴市内
２８（日） 第３６回綾部市民駅伝 綾部市運動公園

12 　４（土） 市郡町村陸協代表者会議 プラザ吉水苑

１２（日） 第７回京都亀岡ハーフマラソン 亀岡
１２（日） 第３７回かもめ駅伝 海上自衛隊

２２（水）～２４（金） 京都府高校普及合宿（短、跳、投、障） 丹波◎
２５(土）～２６（日） 京都府中学校選抜合宿 丹波◎
２７（月）～２９（水） 京都府高校普及合宿（中長距離） 瑞穂

２０２２年 ◎：主／補助　○：主　△：補助
1 　５（水）６（木） 京都府高校冬季選抜強化合宿 西京極△

２９（土） 第２８回宇治城陽久御山中学校新人駅伝 太陽が丘
２９（土）３０（日） 京都市中学冬季普及合宿 丹波◎

2 　５（土）　６（日） Ｅランク合宿 丹波◎
　６（日） 第４７回亀岡市民駅伝 保津川コース

１３（日） 第４４回京都府民総体市町村対抗駅伝 三段池発着

3 　５（土）　６（日） Ｅランク合宿 丹波◎
　６(日） 第６５回北丹地方駅伝 丹後王国「食のみやこ」

　６(日） 第２２回丹後小学生クロカンリレー大会 丹後王国「食のみやこ」

１２(土） 亀岡陸協第３回記録会 亀岡
１９（土）～２２（火） 両丹高校春季選抜合宿 丹波◎
２４（木）～２７（日） 両丹高校春季練習会 京丹後はごろも

２６(土）２７（日） 京都府中学校選抜合宿 丹波◎
未定 京都府高校春季選抜合宿 未定
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