
開催地 開催日 大会名・主催・後援 種目 会場コース 参加料・申込先 サポート他

春季マラソン大会 大崎市古川

化女沼周辺 〒980-0093　仙台市若林区

宮 　　荒町54　

新日本スポーツ連盟 宮城県連盟

　　宮城県連盟 ℡022-211-1852

城 陸上競技大会 ・100ｍ～5000ｍ 宮城県陸上競技場 １種目　７００円

新日本スポーツ連盟 ・中学生の部

　宮城県連盟 ・壮年の部有り 同上

台原森林公園

リレーマラソン ・42.194Ｋｍ 台原森林公園 １チーム　10000円

　　　　　　　　同上

第１４回千葉青葉の森 ・４２．１９５ｋｍ 青葉の森公園 〒263-0024　千葉市穴川　

リレーマラソン 　　４～10人でﾁｰﾑ編成 　特設コース 3-1-17　　黒川ビル２階

大人2000、中学800　小学生500円

後援　千葉県教育委員会 　　総合・９部門・ 　　　　　　　千葉県連盟　

千 　　ﾋﾟﾀﾘ賞・特別賞 ℡043-287-7353　Fax043-256-1454

第52回千葉県スポーツ祭典 ・100ｍ～10,000ｍ 千葉県総合スポーツ ￥１人　　　　　一般　　2,000円

　陸上競技大会 ・小学生の部 センター陸上競技場 　　　　高校生　800円

葉 新日本スポーツ連盟 ・中学生の部 　　　小・中学生　700円

　千葉県連盟 ・壮年の部 リレー1チーム　2,000円

千葉ランニングクラブ ・フィールド 　　　　　　　千葉県連盟　　

後援　千葉陸上競技協会 日本陸連公認大会 ℡043-287-7353　Fax043-256-1454

５月２２日（日）

６月１２(日）

10月23日（日）

新日本スポーツ連盟全国ランニングセンター
2016年　行事案内

９月18日（日）

震災の影響により当分の
間開催出来ません



開催地 開催日 大会名・主催・後援 種目 会場コース 参加料・申込先 サポート他

大人￥3，000円（小学生1,000円）

第１４回 ・２km（小学生） 国立市・多摩川 中・高校生　2,000円）

多摩川ロードレース大会 ・５km（中学生以上） 　サイクリング 〒170-0013　豊島区東池袋

・10km（高校生以上） 　コース 2-39-2　　大住ビル　401

多摩川ロードレース大会 新日本ｽﾎﾟｰﾂ連盟東京ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

03-3981-1345

実行委員会 　 　多摩川ロードレース大会係　

第３６回 ・100ｍ～10,000ｍ 都立駒沢オリンピック￥１種目　2,500円

春季陸上競技大会 ・中学生の部　・壮年の部有り 公園陸上競技場 （中学生1,300円）

　　リレー　3,500円

03-3981-1345

東京ランニングクラブ ・フィールド競技 同上　　春季陸上大会係　

第４１回 ・一般（男女混合可） 荒川河川敷 ￥１チーム　12,000円

東 ふれあい赤羽駅伝 ・女子 　北区野球場前 〒114‐0002　北区王子1－27－15　淳交社ビル２F　　　　　　　　 

新日本スポーツ連盟北区「ふれあい赤羽駅伝」係

ふれあい赤羽駅伝実行委員会 　　　　03-3914-9536

第１８回ナイター ・100ｍ～5000ｍ 〒170-0013　豊島区東池袋

　陸上競技大会 ・フィールド競技 2-39-2　　大住ビル　401

03-3981-1345

東京ランニングクラブ 新日本ｽﾎﾟｰﾂ連盟東京ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

第５３回東京スポーツ祭典 ・100ｍ～10,000ｍ ￥１種目　2,300円

　陸上競技大会 ・中学生の部 　　（中・高校生　1,300円）

・壮年の部有り 江東区夢の島競技場 03-3981-1345

・フィールド競技 新日本ｽﾎﾟｰﾂ連盟東京ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

東京ランニングクラブ 東京スポーツ祭典陸上大会係　

第５４回三多摩 ・２km（小学生） 国立市・多摩川 ￥3,000円(小学生1,000円）

京 秋季ランニング大会 ・５km（中学生以上） 　サイクリング 〒197-0815　あきる野市

多摩川ロードレース大会 ・1０km（高校生以上） 　コース 二宮東3-3-4　森良太宛

実行委員会 三多摩ランニング大会係

第６回ゆりかもめリレーマラソン 42.195kmリレーマラソン 東京臨海広域 1チーム1万5000円 小中学8000円
新日本スポーツ連盟 一般、女子、中学、小学 防災公園 〒170-0013　豊島区東池袋

2-39-2　　大住ビル　401

東京都連盟 混成、壮年、ファミリー 03-3981-1345

第１５回検見川 ・５km（中学生以上） 　　￥3,500円

　クロスカントリー大会 ・1０km（高校生以上） 　中・高校生　2,500円）

新日本スポーツ連盟 新日本ｽﾎﾟｰﾂ連盟東京ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

　東京都連盟 検見川クロスカントリー係　

　千葉県連盟 03-3981-1345

2016年 Ａ一般男子(40歳未満） 古市場河川敷 ￥3,500円　　定員　1500名

川崎ハーフマラソン大会 Ｂ40歳代男子 　グラウンド 川崎市連盟（夜間）044-433-1120

　 Ｃ50歳以上男子 ハーフマラソン 　　県ﾗﾝﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ　045-430-5665

Ｄ一般女子(40歳未満） 　公認コース 郵便振替　<口座番号>

新日本スポーツ連盟 Ｅ40歳代女子 （ＪＲ南武線 　　00260-4-33100

　川崎市連盟 Ｆ50歳以上女子 　「鹿島田駅」 <加入者名>

東京大学検見川
　　　総合運動場

３月13日（日）

２月14日（日）

４月９日（土）

４月9日(土)

4月10日(日)

10月１日(土)
　　　　　予定

11月13(日）
　　　　　予定

11月23日(月・祝）

12月18日(日)
　　　　　予定



開催地 開催日 大会名・主催・後援 種目 会場コース 参加料・申込先 サポート他

全国ランニングセンター 下車徒歩１５分） 新日本ｽﾎﾟｰﾂ連盟ﾗﾝﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

2016よこはまＶＩＶＩＣＩＴＴＡ’ 横浜市 １Ｋｍ：2000円

１Ｋｍ．３Ｋｍ． 　新横浜駅前公園 ３、12Ｋｍ：3500円

１２Ｋｍ（中学生以上） 〒221-0822　横浜市神奈川区　

４月３日（日） よこはまＶＩＶＩＣＩＴＴＡ’ 各男女 西神奈川　1-18-2　

実行委員会 永田ビル３階

新日本ｽﾎﾟｰﾂ連盟横浜市連盟

℡045-430-5665

①２０ｋｍ　男女 鶴見川 　　￥3，500円、

神 第３4回横浜 ②10ｋｍ　 ランニングコース 高校生　2000円

　ロードレース大会 男女、年代別 （東急東横線 〒221-0822　横浜市神奈川区　

③５ｋｍ　 　「綱島駅」 西神奈川　1-18-2　

男女、高校生 下車徒歩１０分） 永田ビル３階

新日本スポーツ連盟 新日本ｽﾎﾟｰﾂ連盟横浜市連盟

奈 　　　　　　　横浜市連盟 ℡045-430-5665

・４２．１９５ｋｍ、 ￥１チーム　19,000円

第２８回横浜駅伝大会 　1区 10km　2区 3km

　3区 5km　 4区 8km

新日本スポーツ連盟 　5区 3km　 6区 5km 同上

川 　神奈川県連盟   7区 8.195km

２０１６年 　１種目1500円　２種目2000円

第54回神奈川県スポーツ祭典 ・100ｍ～5000ｍ 　中・高校生　1000/1500円）

　陸上競技大会 大和市スポーツ 〒221-0822　横浜市神奈川区　

　センター競技場 西神奈川　1-18-2　

新日本スポーツ連盟 ・フィールド競技 永田ビル３階

神奈川県連盟 新日本ｽﾎﾟｰﾂ連盟横浜市連盟

　 ℡045-430-5665

第３８回河原駅伝大会 ・４２．１９５ｋｍ 古市場陸上競技場、￥１チーム　17,000円

新日本スポーツ連盟 （６区間　男子・女子） 多摩川マラソン 同上

神奈川県連盟 コース

２０1６年多摩川 ￥5,000円

チャレンジフルマラソン

新日本スポーツ連盟 同上

　川崎市連盟

瑞穂で走ろう！ ￥１種目　1,500円

愛 　第３８回中・長距離記録会 （高校生以下　1,２00円）

・1,500ｍ、3,000ｍ、 瑞穂北陸上競技場 〒460-0011　名古屋市中区

　5,000ｍ、10,000ｍ 　　大須1-23-13　

新日本スポーツ連盟 新日本ｽﾎﾟｰﾂ連盟　愛知県連盟

　愛知県連盟 　℡/Fax　052-201-4801

知 第１２回愛知リレーマラソン ￥未定

庄内緑地 同上

新日本スポーツ連盟 グリーンプラザ 愛知リレーマラソン実行委員会

　愛知県連盟 陸上競技場 http://aichi-sports-kenren.jp/runninng.html

４月10日（日）

４月29日（祝・水） 同上

９月１１日（日）

10月9日（日）

11月23日（祝） ・年代別　42.195ｋｍ 同上

３月15日(日）

４月10日(日)

４～１０人のチームで、１
周２ｋｍの周回コースをた
すきリレーでフルマラソン
を走る。



開催地 開催日 大会名・主催・後援 種目 会場コース 参加料・申込先 サポート他

第２８回 ・ハーフ ￥一般　1,800円

愛 庄内緑地マラソン ・10Ｋｍ 庄内緑地 （高校生以下　1,000円）

新日本スポーツ連盟 ・５Ｋｍ グリーンプラザ 新日本ｽﾎﾟｰﾂ連盟　愛知県連盟

愛知県連盟 陸上競技場 　℡/Fax　052-201-4801

11月20日(日） 第2９回 ・ハーフ ￥一般　1,800円　予定

　庄内緑地マラソン ・10Ｋｍ 庄内緑地 （高校生以下　1,000円）

知 ・５Ｋｍ グリーンプラザ 同上

新日本スポーツ連盟 陸上競技場 マラソン係　

　愛知県連盟

￥3,000円

（ﾄﾞﾘﾝｸ・ﾌﾙｰﾂ・ｼｬﾜｰ代・

　伴走車・写真・保険）予定

第３６回マラニック 〒514-0838　津市岩田　9-5

鈴木方　　新日本スポーツ連盟　　　

三 　三重ランニングセンター　

新日本スポーツ連盟 ℡059-226-1963（鈴木宅19～21時）

三重ランニングセンター

\1,500円　　小・中学生　1000円　

　連盟員・高校生　1,300円

重 第３７回 ・２ｋｍ 〒510-0304　津市河芸町上野

秋のマラソン大会 ・６ｋｍ 3339-109　脇海道　博　方

・10ｋｍ　 新スポ連三重秋のマラソン実行委員会

　

新日本スポーツ連盟 ℡059-226-1963（鈴木宅19～21時）

三重県連盟

　泊り：10500円、日帰り1000円/日

びわこランナーズ事務局

℡090-1907-5539

滋 主催　びわこランナーズ

第５４回滋賀県スポーツ祭典 100ｍ、400ｍ、800ｍ、 ￥　一般・大学生・高校生　1,500円

賀 陸上競技大会 1500ｍ、5000ｍ、10000ｍ 　　中学生・小学生　500円

主催ｽﾎﾟｰﾂ祭典実行委員会 ４×100ｍリレー、 　5000ｍ～１万ｍは1500円

後援　滋賀県教育委員会 走幅跳 新日本スポーツ連盟滋賀県連盟

第３８回京都 ・ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ（一般男女、 ￥ﾊｰﾌ　3,500円、　5km　2,200円

　ロードレース大会  40歳代男女、50歳以上 　小中学生、高校生　１，6００円

主催　新日本スポーツ連盟  男子、40歳以上女子） 嵐山東公園 　京都ﾗﾝﾅｰｽﾞ会員は各２００円引き

　京都府連盟 ・5km（一般男女、40歳 　スタート・ゴール 〒615-0054　京都市右京区

京都ランナーズ  代男子、50歳以上男子 桂川 　　西院松井町７－１

後援　京都府　京都市  40歳以上女子） 　サイクリングコース 新日本スポーツ連盟　　　

　　　京都府教育委員会 ・3km（中学生男女、 　京都ロードレース大会係　

　　　京都陸上競技協会 　小学生男女） ℡075-315-9710

３月17日（日）

10月２日(日） 大津市皇子山
陸上競技場

10月23日（日）
松阪中部台公
トリムコース

7月17日(土）～
18日(日）一泊二日

（変更有り）
びわ湖一周リレーRUN びわ湖一周

　約190ｋｍ
28区間リレー走

コース未定

５月22日(日）

６月５日（日）　



開催地 開催日 大会名・主催・後援 種目 会場コース 参加料・申込先 サポート他

第５４回京都スポーツ祭典 ・100ｍ～1,500ｍ ￥5,000m・10,000m　2,200円

　陸上競技大会 　（一般、壮年、 　その他1,700円　小中高生1,400円

　　　小中高生） 太陽が丘陸上競技場 　リレー　１チーム　5,000円

京 主催 新日本スポーツ連盟 ・5,000ｍ、10,000ｍ 　京都ﾗﾝﾅｰｽﾞ会員は各200円引き

　京都府連盟 　（一般、壮年） 新日本スポーツ連盟

　京都ランナーズ ・４×100R　４×400R 京都陸上大会係

後援　京都府　京都市 ・フィールド競技

　　　京都府教育委員会 ℡075-315-9710
　　　京都陸上競技協会

都 第６回 ￥2,000円/人

京都フルリレーマラソン 宝ヶ池公園 (中学生1,200円・小学生1,000円）

新日本スポーツ連盟 新日本スポーツ連盟

　　　　　　　　　　京都府連盟 　　　京都フルリレーマラソン係

℡075-315-9710

第１８回大阪 ・42.195ｋｍ　ﾌﾙﾘﾚｰﾏﾗｿﾝ 長居公園 ￥１チーム　　　12,000円

大 フルリレーマラソン大会 （男子の部、女子の部、 　マラソンコース \ 加盟チームは  10,000円

　マスターズの部） 第２陸上競技場及び 〒540-0003　大阪市中央区

新日本スポーツ連盟 一周2,813ｍの周回ｺｰｽ 長距離走路で、リレー 　　森の宮中央　1-16-15

　大阪府連盟 を2～7人のﾁｰﾑ編成で ゾーンは第２陸競技場 三双ビル２階

リレーし競技します （地下鉄　長居駅 新日本ｽﾎﾟｰﾂ連盟大阪府連盟 

後援　大阪府教育委員会 　下車徒歩５分） ℡06-6942-4751

第３８回 ・ﾌﾙﾏﾗｿﾝ､ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ  フル￥3,500円　ハーフ￥3,000円

42.195ｋｍマラソン大会

第９回ハーフマラソン大会

新日本スポーツ連盟 ・定員　各５００名 同上

阪 大阪府連盟

後援　大阪府教育委員会 ℡06-6942-4751

大阪ＶＩＶＩＣＩＴＴＡ’ １２㎞・６㎞ 　￥　3500円

～世界同時マラソン～ 大阪城公園
平和・連帯・健康・環境保全 噴水広場付近 同上

４月２４日（日） マラソン大会 午前１０時スタート ℡06-6942-4751

春季陸上競技記録会 ・100ｍ～10,000ｍ 服部陸上競技場 ￥一般1,000円　高校生800円

新日本スポーツ連盟 ・フィールド種目 （地下鉄　緑地公園 　　中学　500円　　小学生300円　

大阪府連盟 　下車徒歩１０分） 同上

第53回大阪スポーツ祭典 ・100ｍ～10,000ｍ ￥1,200円/１種目　2300/２種目

　陸上競技大会 ・壮年の部有り

新日本スポーツ連盟 ・フィールド競技

　大阪府連盟
 5,000ｍ、10,000ｍ出場者は、
1,700 円。 2種目出場者は2,300

円。後援　大阪府　大阪市

及び各教育委員会

（高校生1,000 円、中学生700
円。 2種目出場は高校生合計1,300

円、中学生合計1,000円）

但し：リレーは、1チーム1,000
円、リレーのみ出場は2,000円

９月１８日（日）

10月１２日(月・祝)

４～１０人のチームで、１
周２ｋｍの周回コースをた
すきリレーでフルマラソン

を走る。

２月28日（日）

３月１３日（日） 同上

5月８日（日）

　９月１８日（日） 同上



開催地 開催日 大会名・主催・後援 種目 会場コース 参加料・申込先 サポート他

第43回ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ・10ｋｍ ・ハーフ・10km 長居公園

　ロードレース大会 一般男女、壮年男女 　マラソンコース

第９回大阪小学生駅伝 種目　駅伝 （地下鉄　長居駅 　連絡先

大 新日本スポーツ連盟大阪府連盟 部門　男子の部、女子の部、混合の部 　下車徒歩５分） 同上

後援 大阪府教育委員会　 1チーム4人で5,626mを走る

３０ｋｍロードレース大会 ・３０ｋｍ ３０ｋｍ（定員３００人）

一般男女、壮年男女 ￥駅伝　  

阪  第３８回 さよなら駅伝大会 　1チーム2～5人で合計14,065mを走る 同上 一般男女・壮年男女

　　男子の部、女子の部 壮年男４０才以上、女子３０才以上

新日本スポーツ連盟大阪府連盟 ￥駅伝　１チーム   

　後援 大阪府・大阪市　 　1周2813m 5周=14065m

　　　　　　　　　教育委員会 同上

関西ランナー交流会Ｉｎ生石高原 マラニック： 生石高原

和 （翌３１日は関西Ｂランニングクリニック） 親子走り方教室 詳しくは下記へ

歌 　（各種イベント有り） 高石ともや 歌＆トークコンサート 連絡先 

山 元気の出るバーベキュー交流会 ０９０－３６７２－１２４８ 林口

第１回のおがた ・フルマラソン 遠賀川河川敷 ￥3,500円

福 　新春マラソン 　サイクリング 〒805-0067北九州市八幡区祇園

・ハーフマラソン ロード 1-6-2-903　福岡ﾗﾝﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

岡 後援　福岡県教育委員会 　（直方⇔飯塚） TEL＆FAX 093（662）9278

　　　　直方市教育委員会

10月30日（日）

12月13日（日）
　予定

７月３０日(土）
（和歌山県海草郡と有田

郡にまたがる）

１月１０日(日）


