
ほぼ確定版 ２０２３（令和５）年度　競技会・行事　日程　＜日程順)＞ 変更の可能性もあります
2023/2/20

3/25（土） 高体連　大会要項説明会　　13：30 京都テルサ

3/25（土） 京都陸協　大会要項説明会　14：30 京都テルサ

3/25（土） 京都陸協　審判講習会　　　17：00 京都テルサ

3/26（日） 北部陸協審判講習会　新規10:00  中央伝達13:30 舞鶴市西総合会館

4/1(土) 第①回山城中学生記録会 山城〇

4/2（日） 第87回京都学生陸上競技対校選手権大会(京都IC) 西京極◎

4/8(土) 第②回山城中学生記録会 山城〇

4/8（土） 第1回記録会 ねんりんピック予選会 西京極◎

4/15(土） 第１回中学生記録会 西京極◎

4/16（日） 第58回綾部市陸上競技記録会 綾部高校

4/16（日） 2023北丹陸協記録会（第1回）第２４回北部小学生記録会（フィールド） 京丹後はごろも〇

4/16（日） 第５８回京都府高等学校春季陸上競技大会 西京極◎

4/22（土） 第2回記録会 西京極◎

4/22(土) 令和5年度城陽・久御山・乙訓中学校春季陸上競技大会 山城〇

4/29（土） 第1回京都市中学校強化記録会 西京極〇

4/29（土） 南丹市陸協　春季強化記録会　小学生記録会 丹波◎

4/29（土） 2023山城陸上競技協会第1回記録会 山城〇

4/30（日） 2023 京都マスターズ春季記録会 西京極〇

4/30(日) 第72回福知山市クラブ対抗陸上競技大会 丹波◎

5/3（水）～5/4（木） 第76回両丹IH兼第76回京都府高校陸上対校選手権大会両丹地区予選 丹波◎ 京丹後はごろも◎

5/3(水) 第③回山城中学生記録会 山城〇

5/3(水） 第76回京都市中学校春季陸上競技大会 西京極◎

5/5（金）～5/6（土） 第７６回京都府高等学校陸上競技対校選手権大会市内ブロック予選会 西京極◎

5/7（日） 第3回記録会 西京極◎

5/13(土) 阿蘇海一周マラソン大会 天橋立

5/13(土) 第３７回丹後市中学校春季大会 京丹後はごろも

5/13(土) 第④回山城中学生記録会 山城〇

5/13（土） 第24回京都府高等学校定時制通信制陸上競技春季大会 丹波◎

5/14（日） 国体一次予選 西京極◎

5/14（日） 第71回四都市スポーツ大会 丹波

5/20（土） 令和5年度第75回両丹高等学校総合体育大会陸上競技の部 京丹後はごろも◎

5/20（土） 第４７回舞鶴市小学生陸上大会 東舞鶴運動公園

5/20(土） 5/21(日） 5/20(土） 第２回中学生記録会 丹波◎ 丹波◎ 西京極◎

5/20（土）～5/21（日） 第７６回京都府高等学校総合体育大会 西京極◎

5/21（日） 北部小学生記録会（トラック） 京丹後はごろも〇

5/21（日） 第64回綾部陸上競技選手権大会 綾部高校

5/27（土） 第77回綾部市中学校陸上競技大会 綾部高校

5/27（土） 2023北丹陸協記録会（第２回） 京丹後はごろも〇

5/27（土） 第22回南丹・船井中学校総合体育大会陸上競技の部 丹波◎

5/27(土) 第45回福知山市小学生陸上競技大会 桃映中学校○

5/27（土） 2023山城地方陸上競技大会 山城〇

6/1（木）ＰＭ京都IHが6/2からの場合 6/8（木）ＰＭ京都IHが6/9からの場合 令和5年度両丹高等学校陸上競技専門部　　合同練習会① 丹波◎

6/2（金）～6/4（日） 第７６回京都府高校対校選手権大会（京都IH） 西京極◎

6/3（土） 第６８回舞鶴選手権、ナホトカ通信大会　市中学総体 京丹後はごろも◎

6/3(土) 第75回綴喜・第39回城久陸上大会 山城〇

6/3（土） 第３９回亀岡市中学校総合体育大会陸上競技の部 亀岡○

6/3(土) 第75回福知山市中学校陸上競技大会 桃映中学校○

6/4（日） 2023綾部仁王門レース 仁王公園

6/7(水) 第54回相楽陸上大会 山城〇

6/10(土） 第2回京都市中学校強化記録会 西京極〇

6/10（土） 第43回綾部市小学生陸上競技大会 綾部高校

6/10(土) 第５７回丹後ブロック中学校選手権 京丹後はごろも

6/10(土) 第56回宇治・乙訓中学校夏季大会 山城〇

6/10（土） 近畿インターハイ出場者練習会 西京極△

6/11（日） 第63回京都府高等学校定時制通信制陸上競技選手権大会 山城○

6/11（日） 近畿インターハイ出場者練習会 丹波◎

6/17（土） 第76回口丹波中学校陸上競技選手権大会 丹波◎

6/17（土）～6/18（日） 第76回京都市中学校総合体育大会 西京極◎

6/18(日) 第76回山城中学校選手権大会 山城◎

6/18（日） 第73回中丹中学校陸上競技大会 丹波

6/18（日） 第73回中丹中学校総合体育大会陸上競技の部 丹波◎

6/18（日） 第39回丹後小学生陸上競技大会 京丹後はごろも〇

6/24（土） 京都市小学生記録会 西京極◎

6/24（土）～6/25（日） 7/8（土）～7/9（日） 第56回北丹陸上競技選手権大会 京丹後はごろも〇

6/25（日） 普及練習会 西京極△

7/1(土）～7/2(日） 第６９回全日本通信陸上競技会京都府大会　兼全国突破指定大会　兼国体選考会 丹波◎

7/2（日） 第３９回近畿マスターズ陸上競技選手権大会 西京極◎

7/8(土） 第４０回四種競技会兼　第３回中学生記録会 山城◎

7/15（土） 第３４回丹後ブロック中学校総合体育大会 京丹後はごろも

7/15（土）～7/16（日） 京都選手権 西京極◎

7/22（土） 7/23（日） 7/17（月） 第42回　南丹市陸上競技選手権大会 丹波◎

7/22（土） 2023山城陸上競技協会第2回記録会 山城〇

7/21（金）～7/22（土） Summer Game／Summer Festival 西京極◎

7/23(日) 第76回三丹陸上競技選手権大会 丹波◎

7/24（月）～7/25（（火） 山城地方中学校研修会 山城〇

7/27(木)～7/28（金） 第７６回京都府中学校総合体育大会兼全国突破指定大会　兼国体選考会兼第４回中学生記録会 西京極◎

7/29（土） 第３９回日清食品カップ 京都府小学生陸上競技交流大会 西京極◎

7/29(土） 7/22(土） 7/23(日） 第56回両丹高等学校ユース陸上競技対校選手権大会兼両丹地区予選会 丹波◎ 京丹後はごろも◎

8/3（木） 第1回U15強化記録会 西京極△

8/5（土） 第55回亀岡市陸上競技選手権大会 亀岡運動公園競技場〇

8/5（土） 8/6（日） 京都府小学生選抜夏季練習会 丹波○ 山城○ 亀岡○

8/6（日） 第3回海の京都KIDS  U-13陸上競技大会 京丹後はごろも〇

8/8（火） －－ 第4回記録会 京産大

8/9（水） －－ 第5回記録会 京産大

8/13（日） 第93回同志社大学・京都大学対校陸上競技大会 山城〇

8/14（月）～８/16（水） 女子駅伝選抜合宿 丹波〇

8/19(土) 第⑤回山城中学生記録会 山城〇

８/２０（日）～８/２２（火） 第５６回京都府高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 西京極◎

8/26(土) 第74回福知山市選手権大会 丹波◎

8/27（日） 第58回宮津市陸上競技選手権大会・第42回宮津市小学生陸上競技大会 京丹後はごろも

8/27（日） 第２０回京都府小学生クラブ対抗陸上競技大会　府民総体市予選 西京極◎

8/30（水）～8/31（木） 2023関西学生新人陸上競技選手権大会兼　2023ディムライトリレーズ 西京極◎

９/２（土） ジュニアオリンピック挑戦会 西京極◎

9/3（日） 第39回全京都車いす駅伝 丹波◎

9/3（日） 第56回綾部市民陸上競技大会 綾部高校

9/3（日） 第42回山城陸上競技選手権大会 山城〇

9/9(土) 第５回中学生記録会 西京極◎

9/10(日) 第43回全京都障害者総合スポーツ大会陸上競技大会の部 西京極◎

9/16（土） 9/17（日） 第2回亀岡陸協記録会 亀岡運動公園競技場〇

9/16（土） 第７6回京都市中学校秋季陸上競技大会 西京極◎

9/16(土) 第62回宇治・城久・乙訓新人陸上 山城〇

9/16（土） 2023山城ナイター記録会 山城〇

9/16(土) 第56回福知山市中学校新人陸上競技大会 桃映中学校○

9/17（日） 第75階京都府高等学校定時制通信制総合体育大会陸上競技の部 丹波○
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9/17（日） 山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク第21回丹後100kmウルトラマラソン アミティ丹後S/F特設コース

9/18（月） 第39回京都府小学生陸上競技選手権大会南部予選会 山城〇

9/23(土） 9/24(日） 第58回両丹高等学校ジュニア陸上競技対校選手権大会兼第57回両丹地区予選会 京丹後はごろも◎ 丹波◎

9/23（土） 第４９回舞鶴市中学校新人大会 舞鶴高専

9/23(土) 第38回相楽・綴喜新人陸上 山城〇

9/24（日） 第39回京都府小学生丹後予選会 京丹後はごろも〇

9/24（日） 第39回京都府小学生陸上競技選手権大会　京都市予選会 西京極◎

9/24（日） 10/1（日）予備 第39回府小学生陸上丹波予選会 丹波◎

9/30（土） 第30回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会 山城〇

9/30（土） 第２２回京都府秋季陸上大会 西京極◎

10/1（日） 第6回記録会 西京極◎

10/1（日） 男子第72回・女子第14回慶應義塾大学対同志社大学対校陸上競技大会 山城〇

10/6（金）ＰＭ京都ジュニアが10/7からの場合 令和5年度両丹高等学校陸上競技専門部　　合同練習会③ 丹波◎

10/7(土) 第⑥回山城中学生記録会 山城〇

10/7（土）～10/8（日） 第５８回京都府高等学校ジュニア陸上競技対校選手権大会 西京極◎

10/7（土） 第31回中丹中学校駅伝競走大会 豊里コミセン

10/9（月・祝） 第１１回２０２３舞鶴赤れんがハーフマラソン 赤れんがパーク

10/9（祝・月） 第３０回京都マスターズ陸上競技選手権大会 西京極◎

10/14（土） 第３３回丹後ブロック中学校駅伝 峰山総合公園

10/14(土) 第70回男子・第38回女子山城中学校駅伝競走大会 山城◎

10/14（土） 第７５回口丹波中学校総合体育大会駅伝競走の部 丹波◎

10/14（土） 第73回中丹中学校総合体育大会第31回中丹中学校駅伝競走の部 豊里コミセン周辺コース

10/15（日） 第７３回・３８回京都市中学校駅伝競走大会 西京極◎

10/17（火）～20（金） 関西学生種目別選手権 西京極◎

10/21（土） 10/28（土） 10/22（日） 南丹市陸協　秋季強化記録会 丹波◎

10/21（土） 令和５年度丹後市中学校秋季大会 京丹後はごろも

10/21(土) 第⑦回山城中学生記録会 山城〇

10/21（土） 府民総体　兼　第３９回京都府小学生陸上競技選手権大会 西京極◎

10/27（金） 京都府私立中学校高等学校総合体育大会 西京極◎

10/28（土） 2023北丹陸協記録会（第3回） 京丹後はごろも〇

10/28（土） 京都府中学校駅伝試走会 丹波◎

10/28(土） 2023山城陸上競技協会第3回記録会 山城〇

10/28（土） 第５２回京都市小学生陸上競技記録会 西京極◎

10/29（日） 10/22（日） 第7回天橋立駅伝（第53回宮津市民駅伝競走大会） 天橋立コース

10/29（日） －－ 第7回記録会 丹波

11/3（金） 2023京都丹波ロードレース 丹波◎

11/3(祝・金) 第34回福知山市小学生駅伝大会 三段池公園

11/4(土) 第９回オータムカップ陸上競技大会 西京極◎

11/5（日） 第70回京都府高等学校駅伝競走大会(男子)第40回京都府高等学校駅伝競走大会(女子) 丹波◎

11/11（土） 第３３回舞鶴市小学生駅伝 グリーンスポーツセンター

11/11(土)～11/12(日) 第７４・３８回京都府中学校駅伝大会 丹波◎

11/11(土) チャレンジ・パラスポーツ陸上競技体験会 京丹後はごろも〇 丹波〇

11/11（土） 第8回記録会 西京極△

11/12（日） 第１８回京都府国立・公立高等学校陸上競技対校選手権大会 西京極◎

11/18（土） 11/19(日） 令和5年度両丹高等学校陸上競技専門部　　種目別練習会 丹波◎ 京丹後はごろも◎

11/18（土） 丹後大学駅伝第85回関西学生対校駅伝競走大会 丹後地域

11/19（日） 第７７回舞鶴市駅伝 グリーンスポーツセンター

11/23（祝・木） 第9回記録会 西京極△

11/23(祝・木) 第31回福知山マラソン 三段池公園

11/25(土) チャレンジ・パラスポーツ陸上競技体験会 山城〇

11/25 （土） 第3回京都市中学校強化記録会 西京極〇

11/26（日） 第38回綾部市民駅伝競走大会 綾部市総合運動公園

12/2（土） 第10回記録会 西京極△

12/3（日） 第90回京都学生駅伝競走大会 京都市内洛北地域

12/9（土） 全国駅伝中長距離競技会 西京極◎

12/10(日） 第9回京都亀岡ハーフマラソン大会 亀岡運動公園競技場付設ハーフマラソンコース

12/10（日） 第３９回かもめ駅伝 海上自衛隊舞鶴教育隊

12/20（水）～12/24（日） 第７４回全国高等学校駅伝競走大会(男子)第３５回全国高等学校駅伝競走大会(女子) 西京極◎

12/23(土）～12/24（日） 京都府中学校冬季強化合宿 丹波◎

12/25（月）～12/27（水） 高体連冬季普及合宿(短・障・跳・投) 丹波◎

1/5（金）～1/6（土） 高体連冬季選抜合宿 山城◎

1/10（水）～1/14（日） 女子駅伝 西京極◎
1/13（土) 山城地方中学生競技力向上事業 山城◎

1/13（土） －－ 第11回記録会 京産大

1/20（土） 第30回京都府高等学校定時制通信制クロスカントリー大会 宝ヶ池周辺コース

1/21(日) 宇治・城久駅伝競走大会 山城〇

1/27（土）～１/２８(日） Ｅランク合宿 丹波◎

1/27（土） 指導者研修会 西京極△

2/3（土）～2/4（日） 2月Ｅランク合宿 丹波◎

2/3（土） 京都府小学生陸上競技研修会 西京極◎

2/4（日） 第48回亀岡市民駅伝競走大会 保津川コース

2/11(日) 第46回京都府民総体市町村対抗駅伝大会 三段池公園

2/11（土） －－ 陸協記録会 京産大

2/16（金）～2/18（日） 京都マラソン 西京極◎

2/24（土）～25（日） 公認ジュニアコーチ養成講習会 西京極〇

3/2（土）～3/3（日） 3月Ｅランク合宿 丹波◎

3/2(土) 第⑧回山城中学生記録会 山城〇

3/3（日） 第67回北丹駅伝競走大会 京丹後はごろも特設コース

3/3（日） 第24回京都府北部小学生クラブクロスカントリー・リレー大会 京丹後はごろも〇

3/9（土） 第2回U15強化記録会 西京極△

3/9(土)～3/10(日) 天皇盃第35回全国車いす駅伝競走大会 西京極◎

3/16(土） 2024山城小・中学生記録会 山城〇

3/16（土） 第3回亀岡陸協記録会 亀岡運動公園競技場〇

3/16(土） 第６回中学生記録会 西京極◎ 西京極◎

3/17（日） 2023北丹陸協記録会（第4回） 京丹後はごろも〇

3/17（日） 第４５回京都嵐山ハーフマラソン 嵐山桂川コース

3/20（水）～3/23（土） 3/21（木）～3/24（日） 令和5年度両丹高等学校陸上競技専門部　　春季選抜合宿 丹波◎

3/23(土）～3/24（日） 京都府中学校冬季強化合宿 丹波◎

3/24（日） 第２８回近畿マスターズ駅伝競走大会 山城〇周回コース

4/7（日） 4/6（土） 陸協①記録会　未定 西京極◎
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