
実　　施　　期　　日

実　　施　　場　　所

１　陸上競技の普及び振興（定款第4条（2）に定める事業）

２．１　陸上競技の競技力の向上を図り、東京都を代表する選手や将来有望な選手の育成（定款第4条（２）に定める事業）

①茨城国体第一次選考会（東京選手権） ４／27（土）28（日）
駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園陸上競技場

②テクニカルサポート
　　　　　　　(メディカルチェック等）

5/
日女体大

③テクニカルサポート
　　　　　(ＣＴ/ＣＳ/ＴＳ等各種事業）

7/～3/
都内各所

④茨城国体最終選考会（全種別） ７/15（月・祝）
駒沢オリンピック公園陸上競技場

⑤茨城国体第一次強化合宿 8／26（月）27（火）
ＮＴＣ予定
　

⑥中体連強化合宿
8/
東京都ｽﾎﾟｰﾂ文化館

⑦短距離リレー練習会 9／1（日）
各所

⑧茨城国体第二次合宿 9／7（月）-8（火）
NTC

⑨短距離リレー練習会 9／23（月・祝）
各所

⑩茨城国体第三次合宿・練習会 9／28（月）
ＮＴＣ予定
　

⑪鹿児島国体ジュニア合宿
12/7-8
ＮＴＣ予定
　

⑫中体連強化合宿
12/
千葉県

⑬高体連強化合宿
12/
千葉県

⑭テクニカルサポート
　　　　　　　(ＴＳ合宿）

2020.1/
ＮＴＣ

⑮鹿児島国体強化合宿
2020.1/4-7
沖縄
　

⑯オリンピック候補強化合宿
2020.1/4-7
沖縄
　

⑰高校生強化合宿 2020．3/
都外

⑱小・中学生ジュニア合宿
2020．3/
都外

⑲駅伝ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ練習会・レース
通年（4回）
都内

⑳女子駅伝強化合宿（峰の原）
8/
長野

㉑男子駅伝強化合宿（峰の原
8/
長野

㉒東日本女子駅伝選考会
9/
都内

2019年度　公益財団法人東京陸上競技協会　事業計画書
スポーツ振興事業

事　　　業　　　名 事業内容(要旨)



実　　施　　期　　日

実　　施　　場　　所

2019年度　公益財団法人東京陸上競技協会　事業計画書
スポーツ振興事業

事　　　業　　　名 事業内容(要旨)

㉓ジュニアオリンピック練習会
9/
都内

㉔都道府県対抗男子・女子駅伝強化合宿
12/27-29
千葉県富津（予定）

㉕都道府県対抗男子駅伝二次合宿
2020．1/5-7
千葉県富津（予定）

２．２　陸上競技の普及育成  陸上競技の体験会、講習会の開催（定款第4条（２）に定める事業）

　①小学生体験教室
11/～3（'4～5回開催）
未定

　②小学生強化練習会
年10回開催
未定

３　陸上競技の指導者の養成（定款第4条（1）、（３）に定める事業）

　①指導者研修会
2020.2/下旬

　②小学校教員実技研修会 5/～12/
未定

　③JAAFジュニアコー養成講習会 8/下旬
会場未定

４　陸上競技審判員の養成と資格管理（定款第4条（４）に定める事業）

１）審判員技術・養成講習会 2020．3(都内各所）
2020．4（大島町）

・2020規則改訂に伴う
伝達講習会及び新規取
得者講習
（武蔵野市、大田区、
立川市、板橋区、台東
区、板橋区、大島町で

２）審判員研修会（講習会・実技研修会） ４/～ ・有資格者の部署別研
修会

2020．3
2020．4（大島町）

・新Ｂ審判員実技研修
＆講義

３）救命講習会 8/

４）審判員研修会の講師派遣 ４/～

５）審判員資格管理 ４/～
・資格審査(技量）

①第8回東京都中学生春季陸上競技会
　兼74回国体東京代表選手選考会

4／6（土）-7（日）
八王子市上柚木公園陸上競技場

②第9回東京都中学生春季陸上競技会
　兼74回国体東京代表選手選考会 4／13（土）-14（日）

大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場

③日本GP・ＴＯＫＹＯ　Combined Events Meet
2019
　　第82回東京陸上競技選手権大会(混成競技）

④第10回東京都中学生春季陸上競技会
　　兼第74回国体東京代表選手選考会

⑤'第82回東京陸上競技選手権大会
　　兼第74回国体東京代表選手選考会

４／27（土）-28（日）
駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園陸上競技場

４／20（土）-21（日）
駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園陸上競技場

５．１　東京陸上競技選手権大会をはじめ各種陸上競技大会の開催及び陸上競技に関する体験会、講習会の開催
                                                                                 （定款第4条（５）に定める事
業）



実　　施　　期　　日

実　　施　　場　　所

2019年度　公益財団法人東京陸上競技協会　事業計画書
スポーツ振興事業

事　　　業　　　名 事業内容(要旨)

⑥第82回東京陸上競技選手権大会（ハンマー投げ）
5/11（土）
大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場

⑦第19回ジュニア陸上競技・チャレンジカップ
5/6（月・振替）
大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場

⑧第70回東京都中学校地域別陸上競技会多摩大会
5/8（日）、6/9（日）
八王子市上柚木公園陸上競技場

⑨第70回東京都中学校地域別陸上競技会区部大会
5/19（日）、6/16（日）
八王子市上柚木公園陸上競技場

⑩第72回都民大会春季大会陸上競技
　　兼東京陸協小学生競技会

6．2（日）
駒沢オリンピック公園陸上競技場

⑪第33回東京リレーカーニバル
　兼第74回国体東京代表選手選考会

6/22（土）、6/29(土)-30（日）
駒沢オリンピック公園陸上競技場

⑫第35回全国小学生陸上交流大会
　　　　　　　　　　東京都代表選手選考会

6/23（日）
駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園陸上競技場

⑬第58回東京都中学総合体育大会陸上競技大会
　　第72回東京都中学校陸上競技選手権大会

7/6（日）-7/7（日）
八王子市上柚木公園陸上競技場

⑭第73回国体東京代表選手選考会
７/15（月・祝）
駒沢オリンピック公園陸上競技場

⑮第50回ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ陸上競技大会最終選考会
9/1（日）
駒沢オリンピック公園陸上競技場

⑯第31回東京ジュニア陸上競技大会
9/7（土）-8（日）
駒沢オリンピック公園陸上競技場

⑰第20回記念ジュニア陸上競技・チャレンジカップ
10/調整中
大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場

⑱GO　WOMEN東京ウィメンズ陸上2019
11/2（土）-3（祝・日）
駒沢オリンピック公園陸上競技場

⑲第68回　元旦競歩大会
　　兼第82回東京陸上競技選手権競歩大会

2020．１/１（祝）
神宮外苑絵画館20ｋｍ競歩コース

①兵庫リレーカーニバル派遣 4/20.21
ユニバー記念

指導者、選手派遣

②東京都高等学校総合体育大会
５/１1(土)-１2(日)、１8(土)-
19(日)
駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園陸上競技場
5/11(土)／大井(ハンマー投げ）

③柴又100Ｋ～東京⇔埼玉⇔茨城の道
5/19（日）
東京・柴又100Ｋコース

④高橋尚子ランニングクリニック
5/19（日）
駒沢第1球技場

⑤第20回東京都障害者スポーツ大会陸上競技(知
的）

5/25(土)-26（日）
駒沢オリンピック公園陸上競技場

⑥第20回東京都障害者スポーツ大会陸上競技
　　(身体・精神）

6/1(土)
駒沢オリンピック公園陸上競技場

⑦第16日本聴覚障害者陸上競技選手権大会
6/8(土)-9（日）
駒沢オリンピック公園陸上競技場

５．２　上外部団体からの要請による 各種陸上競技大会に対する選手及び審判員並びに大会運営員の派遣
　　　　　及びスポーツ振興事業。　　　　　　　　　　　（定款第4条（1）（６）、（１１）に定める事業）



実　　施　　期　　日

実　　施　　場　　所

2019年度　公益財団法人東京陸上競技協会　事業計画書
スポーツ振興事業

事　　　業　　　名 事業内容(要旨)

⑧駒澤長距離記録会 6/上旬
駒沢オリンピック公園陸上競技場

⑨関東高等学校選手権大会 ６/１4(金)-17(月)
茨城

⑩日本選手権派遣 6/27～30
博多の森

指導者、選手派遣

⑪南部記念陸上派遣 7/7
厚別

指導者、選手派遣

⑫東京都高体連選抜陸上競技大会
　兼東京都高等学校1年生大会

７/１４(金)-１7(月）
駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園陸上競技場
7/13(土)大井競技場(ハンマー投げ）

⑬NISHI　Athletic　MEET　2018
7/
駒沢オリンピック公園陸上競技場

⑭未来への道　1000ｋｍ縦断リレー
7/24～8/7
青森県～東京都コース

⑮第65回全日本中学校通信陸上競技東京都大会
７/２7(土)-２8(日）
八王子市上柚木陸上競技場

⑯東日本都道県小学生陸上競技交流大会
８／上旬
函館市

選手団派遣

⑰第７２回全国高等学校総合体育大会
８/4(日)-8(木）
沖縄

⑱第47回関東中学校陸上競技大会
８/８(木)-９（金)
山梨・小瀬スポーツ公園陸上競技場

⑲第54回全国高等学校定時制通信制
　　　　　　　　　　　陸上競技大会

８／9（金）～11（日）
駒沢オリンピック公園陸上競技場

⑳全国小学生陸上競技交流大会
８／中旬
未定

指導者、選手派遣

㉑第46回全日本中学校陸上競技選手権大会
８/21(水)-24（土)
大阪府・大阪市ヤンマースタジアム
長居

㉒都民生涯スポーツ大会陸上競技
8/25（日）
駒沢オリンピック公園陸上競技場

㉓第７回全国高等学校選抜大会
８/31(土)-9/1(日）
大坂・ヤンマーフィールド長居

㉔関東高等学校選抜 10/19（土）-20（日）
千葉

㉕第74回国民体育大会　
１０／4(金)～8火)
茨城県

選手団派遣

㉖スポーツ祭り2019　ふれあいジョキング
10/
味の素ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀー～周辺コー
ス

㉗東京トライアルハーフマラソン
10/
東京トライアルハーフマラソン（木
根川橋）

㉘東京都高等学校駅伝競走大会
11/２（土)
板橋区荒川戸田橋

㉙2019東京３０Ｋ　秋大会
10/
会場未定



実　　施　　期　　日

実　　施　　場　　所

2019年度　公益財団法人東京陸上競技協会　事業計画書
スポーツ振興事業

事　　　業　　　名 事業内容(要旨)

㉚ジュニアオリンピック派遣
10/11～13
神奈川県

指導者、選手派遣

㉛第72回(男子)東京都中学校駅伝競走大会
　 第34回(女子)東京都中学校駅伝競走大会

１１/１6（日）
板橋区戸田橋公園陸上競技場周辺
コース

㉜Ｕ20，Ｕ18日本選手権派遣 10/18～20
広島広域公園

指導者、選手派遣

㉝第72回東京都中学校支部対抗
　　　　　　陸上競技対抗選手権大会

10/19(土)-20(日)
駒沢オリンピック公園陸上競技場

㉞日本選手権リレー派遣 10/26～27
北九州

指導者、選手派遣

㉟Ｕ18ミックスリレー派遣 10/26～27
北九州

指導者、選手派遣

㊱全国小学生クロスカントリーリレー
　　　　　　　　　　　　　　東京都代表選考会

11/上旬
新河岸

㊲第34回　東日本女子駅伝競走
11/10（日）
福島県

㊳関東高等学校駅伝競走大会
11/１８（日)
埼玉

㊴駒澤長距離記録会 11/
駒沢オリンピック公園陸上競技場

㊵2019味スタ６耐
11/
味の素スタジアム

㊶京王駅伝フェスティバル2019
11/
味の素スタジアム

㊷第28回関東中学校駅伝競走大会
１1/30(土）-12/1（日）
横浜八景島・海の後援周回コース

㊸MINATOハーフマラソン
12/
港区

㊹第15回東京都小学生駅伝・ロードレース大会
12/中旬
荒川戸田橋競技場＆荒川右岸コース

㊺2019ｸﾘｽﾏｽｲﾍﾞﾝﾄin駒沢・駒沢６時間耐久ﾚｰｽ
12/
駒沢オリンピック公園陸上競技場

㊻全国小学生クロスカントリーリレー大会
12/８（予定）
大坂

指導者、選手派遣

㊼第27回全国中学校駅伝競走大会
１２／１５（日）
滋賀県希望が丘文化公園ｽﾎﾟｰﾂｿﾞｰﾝ芝
生ｸﾞﾗﾝﾄﾞ

㊽第３１回全国高等学校駅伝競走大会
１２/22（日）
京都　西京極

㊾第96回東京箱根間往復大学駅伝競走
2020.1/2（木）-3（金）
大手町読売新聞社前～箱根芦ノ湖駐
車場入口

㊿第21回ハイテクハーフマラソン
2020.1
ハイテクハーフマラソンコース

51）第38回皇后盃全国都道府県対抗女子駅伝競走
2020．１／12（日）
京都府

選手団派遣

52）第25回天皇盃全国都道府県対抗男子駅伝競走
2020．１／18（日）
廣島市

選手団派遣

53）第58回東京都中学区ロードレース大会
2020．１／19（日）
　　　　　　区部大会（夢の島）
            多摩大会（青梅）



実　　施　　期　　日

実　　施　　場　　所

2019年度　公益財団法人東京陸上競技協会　事業計画書
スポーツ振興事業

事　　　業　　　名 事業内容(要旨)

54）東京３０Ｋ　冬大会
2020.1/
会場未定

55）第18回新宿シティハーフマラソン
2020.1
新宿シティハーフマラソンコース

56）全日本室内陸上大阪
2020.2/1～2
大阪・大阪城ホール

指導者、選手派遣

57）第54回青梅マラソン
2020．2/16(日)
青梅30ｋｍコース

58）東京マラソン2020
2020.3/1(日)
東京マラソンコース

59）立川シティハーフマラソン2020
2020.3/8(日)
立川シティハーフマラソンコース

60）２０１９グリーンリボンランニングフェステバル
未定
駒沢オリンピック公園

61）第96回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
未定
陸自立川駐屯地～立川市街地～
　　　　　　　　国営昭和記念公園

加入団体・協力団体主催大会（競技役員の派遣）

①関東学生陸上競技連盟主催大会

②東京都高等学校体育連盟
　　　　　　　　　陸上競技部主催大会

③東京都中学校陸上競技連盟主催大会

④ＪＯＣ主催大会

⑤加入団体主催大会

６　陸上競技の記録の整理保存（定款第4条（７）に定める事業）　

１）主催大会におけるプログラム編集と運営システムの運用及び記録確定

２）記録情報のサービス 随時
・東陸所有のPC の管理
及びメンテナンス

・東陸主催大会の記録
データーの整理・記録
公認申請・保存
・東京記録等の管理及
び
                  30

７　陸上競技場の施設設備等の整備指導（定款第4条（８）に定める事業）

１）公認競技場・長距離競走(歩)路の調査・指導
2019．４～2020．３

８　 陸上競技に関連する刊行物の発行（定款第4条（９）に定める事業）

１）広報活動

　・平成30年度事業概要の発行 ・６月発行

　・東陸ホームページの更新
・情報発信、競技結果
随時更新

　・東陸主催・主管競技会のマスコミへの告知

２)小冊子の発行・データ保存 ・審判名簿（2019年度
版）発行

詳細は加入団体、協力
団体に問合わせてくだ
さい



実　　施　　期　　日

実　　施　　場　　所

2019年度　公益財団法人東京陸上競技協会　事業計画書
スポーツ振興事業

事　　　業　　　名 事業内容(要旨)

９　陸上競技の発展に貢献した功労者等及び優秀指導者、優秀選手の顕彰（定款第4条（10）に定める事業）

１）東京陸上競技協会関係(平成30年度） 2019年4月開催の東京選手権で授与 功績章(5名)、精績章(4
名)、有功章（3名）、
精励章（32名）
特別優秀選手賞（103
名）
特別優秀指導者賞(7
名）

２）日本陸上競技連盟関係(平成30年度） 令和元年10月開催の茨城国体で授与

秩父宮章　1　名：
中学生優秀指導者章（1
名）,高校生優秀指導者
章（1名、

2019年4、５月開催の中体連、高体連の東京大会で授与

中学生優秀指導者章（1
名）,高校生優秀選手賞
章（1名）

３）東京都体育協会関係(令和元年度）
生涯スポーツ優良
団体： １団体

　　 体育功労賞：１名　

令和元年5月開催の都民大会開会式で授与
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