
5 四日市シティロードレース (四日市)

11-12 桑員選抜/混成記録会 (東員町)

11 第1回三泗地区記録会 (四日市) 12 東海学生春季 (知多)

18-19 国体第一次選考競技会 (県営) 11 第1回鈴鹿市記録会 (鈴鹿) 19 日本選手権50k競歩 (輪島)

25 津市中体連春季※ (県営) 19 長野マラソン (長野)

26 三重リレーカーニバル (県営) 29 第1回桑員地区記録会 (東員町)

29 第1回南勢地区記録会 (県営)

2 第2回鈴鹿市記録会 (鈴鹿) 3 静岡国際 (ｴｺﾊﾟ) 2-3 ﾜｰﾙﾄﾞﾘﾚｰｽﾞ (ﾊﾞﾊﾏ)

9-10 県高校春季 (県営) 3 桑員小学生 (東員町) 9-10 中部実業団対抗 (長良川) 8-11 ｱｼﾞｱﾕｰｽ (ｶﾀｰﾙ)

10 紀北町春季記録会※ (海山) 15-17 東海学生対校 (瑞穂)

16 桑名中学種目別大会 (東員町) 17 ぎふ清流マラソン

17 東海ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権兼 16 第2回南勢地区記録会 (県営) 10 ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ (等々力)

三重マスターズ選手権 (県営) 熊野地区記録会※ 10 仙台国際ハーフ (仙台)

兼県小学生熊野地区予選※

17 第2回桑員地区記録会 (東員町)

第2回三泗地区記録会

兼県小学生三泗地区予選

17 南勢地区小中ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ (県営)

第1回津記録会

兼県小学生津地区予選

23 県小学生亀山地区予選※ (西野公園)

23 県小学生名張地区予選※ (夏見)

伊賀市陸上大会※

兼県小学生伊賀地区予選※

24 県小学生松阪多気地区予選 (県営)

29-31 県高校総体 (県営)

4 伊勢市中学校連合 (県営) 5-7 西日本学生対校 (長良川)

県高校定時制通信制 第3回桑員地区記録会 3-7 アジア選手権 (中国)

高校1年生記録会 兼県小学生桑員地区予選

6 第3回三泗地区記録会 (四日市)

第3回鈴鹿市記録会

兼県小学生鈴鹿予選 全日本大学女子駅伝東海選考会 (瑞穂)

20 中学通信混成 (県営) 南勢志摩

兼県小学生鳥羽・志摩予選 19-21 東海高校総体 (静岡) 12-14 日本学生個人選手権 (平塚)

7 県小学生伊勢･度会地区予選 (県営) 26-28 日本選手権 (新潟)

13-14 四日市中学校ｶｰﾆﾊﾞﾙ (四日市) 27-28 東海高専大会 (高山)

14 第3回南勢地区記録会 (県営)

27 第1回三泗長距離記録会 (四日市)

5 県小学生 (県営) 12 全日本大学駅伝東海選考会 (瑞穂) 4-5 日本選手権混成 (長野)

4-5 日本ジュニア混成 (長野)

8-14 ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞ (韓国)

12 日・中・韓交流 (厚別)

11-12 三重県選手権 (県営) 25 東海聾学校大会(三泗主管)※ (四日市) 15-19 世界ユース (ｺﾛﾝﾋﾞｱ)

22-23 中学通信 (県営) 27 25 実業団学生対校 (平塚)

29 県中学生選抜 (県営) 30 松阪選手権 (県営) 29-8/2 全国高校総体 (和歌山)

1 三泗ジュニア選手権 (四日市)

1-2 鈴鹿市選手権 (鈴鹿) 5-16 世界マスターズ (ﾌﾗﾝｽ)

2 尾鷲選手権※ (尾鷲) 13-15 全国定通制高校 (駒沢)

6 8 東海学生夏季 (刈谷)

10 東海中学 (県営) 11-12 伊勢度会選手権 (県営) 10 東海中学 (三重)

16-17 桑員選手権 (東員町)

21-22 県中学鳥羽志摩地区予選※ (県営) 18-21 全国中学校 (北海道)

22 名張市民大会※ (夏見) 22 全国小学生　 (横浜)

24 県中学尾北地区予選※ (尾鷲) 22-30 世界陸上 (北京)

24-25 県中学三泗地区予選 (四日市) 東海選手権 23-29 日・中・韓ｼﾞｭﾆｱ交流 (韓国)

24-25 県中学鈴鹿亀山地区予選 (鈴鹿) 東海小学生 29-30 全国高専 (福岡)

29 小学生クラブ対抗選手権 (県営) 24-25 県中学松阪地区予選※ (県営) 29-30 全国高校選抜 (大阪)

29-30 県ジュニアオリンピック (県営) 26-27 県中学桑員地区予選 (東員町) 30 北海道マラソン (札幌)

5 県中学熊南地区予選※ (熊野) 11-13 日本学生対校 (長居)

5 第4回三泗地区記録会 (四日市)

18-19 県中学津地区予選※ (県営)

20 第2回三泗地区長距離記録会 (四日市)

6 スポーツフェスティバル (県営) 22 第4回鈴鹿市記録会 (鈴鹿)

兼全国小学生ｸﾛｶﾝﾘﾚｰ選考会 (県営) 25-26 県中学伊勢度会地区予選 (県営) 23 全日本大学女子駅伝東海選考会 (瑞穂) 25-27 全日本実業団 (長良川)

27 桑員中学新人 (東員町)

19-20 県高校新人 (四日市) 27 第2回津記録会 (県営)

22-23

8

ナイター記録会※　 　        　 (近大高専)

6

9

(松本)

(鈴鹿)

(東員町)

7

7 6-7

6

ナイター記録会※　　　          (近大高専)

(東員町)

6

23

23

(県営)
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5
(四日市)

(県営)

(熊野)

(上野)
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10-11 県中学 (県営) 3-4 三泗選手権 (四日市)

鈴鹿市小学生選手権

18 県小学生選手権 (県営) 兼第5回鈴鹿市記録会 12

16 鈴亀地区中学総体 (鈴鹿) 10 東海学生秋季 (岐阜)

17 第4回南勢地区記録会 (県営) 20 実業団女子駅伝統一予選会 (宗像) 2-6 国体 (和歌山)

17 第4回桑員地区記録会 (東員町) 25 全日本大学女子駅伝 (仙台)

23-24 三泗地区中学新人 (四日市) 24-25 東海高校新人 (長良川) 16-18 日本ｼﾞｭﾆｱ･ﾕｰｽ選手権 (瑞穂)

24 尾北地区中学新人兼駅伝予選※ (尾鷲) ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ

31 中学駅伝伊勢度会地区予選※ (ﾗﾌﾞﾘﾊﾞｰ) 日本選手権リレー

31 中学駅伝鳥羽志摩地区予選※ (磯部) 30-11/1 全日本マスターズ (岐阜)

1 3 桑員陸上フェスティバル※ (東員町) 1

3 鈴鹿カーニバル (鈴鹿)

3 津ｽﾌﾟﾘﾝﾄﾄﾗｲｱｽﾛﾝ/秋季記録会 (四日市)

8 県高校駅伝大会 (松阪) 4 鈴亀地区駅伝※ 15 国際女子マラソン (埼玉)

9 県中学駅伝三泗地区予選※ (四日市)

14 県中学駅伝大会 (四日市) 15 ひなち湖紅葉マラソン※ (比奈知) 15 中部実業団男子駅伝 (田原)

21-22 ｼﾞｭﾆｱ ｱｽﾘｰﾄ ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ※ (三重大)

28 南勢地区長距離選手権 (県営) 21-22 東海高校駅伝 (静岡) 23 国際千葉駅伝 (千葉)

28 市町対抗駅伝名張市選考会※ (夏見)

29 伊賀上野シティマラソン※ (上野)

29 市町対抗駅伝津市選考会※ (未定)

中旬 市町対抗駅伝3市町選考会※ (熊野市営)

5 鈴鹿市長距離記録会 (鈴鹿) 東海学生男子駅伝 6 福岡国際マラソン (福岡)

6 2015中日･三重お伊勢さんマラソン 5 伊賀地区ロードレース※ (上野) 東海学生女子駅伝 13 全国小学生ｸﾛｶﾝﾘﾚｰ (大阪)

(伊勢) 13 全日本実業団女子駅伝 (宮城)

19 四日市長距離選手権 (四日市) 13 全国中学駅伝

23 全日本大学女子選抜駅伝 (富士宮) 20 全国高校駅伝 (京都)

1 1 全日本実業団駅伝 (群馬)

10 かめやま'江戸の道’ｼﾃｨﾏﾗｿﾝ※ (亀山) 17 都道府県女子駅伝 (京都)

10 くまの駅伝※ (熊野) 24 都道府県男子駅伝 (広島)

16 三泗地区小学生ﾀｽｷﾘﾚｰ※ (四日市)

未 南勢地区駅伝大会※ (未定)

未 南勢地区小学生ﾀｽｷﾘﾚｰ※ (未定)

24 中日東員ロードレース大会 (東員町)

24 鈴鹿市内駅伝※ (鈴鹿市内) 31 大阪国際女子マラソン (大阪)

31 伊賀地区駅伝大会※ (ゆめが丘)

7 三重タスキリレー (四日市) 14 千葉国際クロカン (千葉)

14 亀山市駅伝※ (亀山) 14 全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ (山口)

21 第9回三重市町対抗駅伝 (津～伊勢) 21 日本選手権20k競歩 (兵庫)

28 青蓮寺湖駅伝※ (青蓮寺) 27 福岡国際クロカン (福岡)

28 東京マラソン (東京)

総会 (調整中) 6 びわ湖毎日マラソン (滋賀)

6 日本学生ハーフ (立川)

12-13 日本ジュニア室内 (大阪)

13 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ (名古屋)

全日本競歩能美

アジア20k競歩

日本学生20km競歩

凡例：※-非公認大会
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6

3 (鈴鹿)

(石川)20

全日本大学駅伝(名古屋ｰ伊勢)

3

おおやまだ元旦マラソン※・さるびの温泉

2

(知多)

全日本大学駅伝    　(名古屋ｰ伊勢）

1

12

日産
ｽﾀｼﾞｱﾑ

23-25

10

出雲全日本大学選抜駅伝


