2018 日本グランプリシリーズ 大会情報
ＧＰプレミア
ＧＰプレミア TOKYO Combined Events Meet 2018
兼 ジャカルタ 2018 アジア競技大会 代表選手選考競技会

ＧＰプレミア 第66回兵庫リレーカーニバル
兼 ジャカルタ 2018 アジア競技大会 代表選手選考競技会

大会日

大会日

大会会場
大会事務局

大会ホテル

申込ホームページ

2018年4月21日（土）～22日（日）
駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場
〒154-0013東京都世田谷区駒沢公園1-1
〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1-28-3
武井ビル5階 公益財団法人東京陸上競技協会
TEL:03-3203-6123 / FAX:03-5292-0196
ホテル梶ケ谷プラザ
〒213-0033 神奈川県川崎市高津区下作延３丁目１４−２５
TEL:044-861-2111 / FAX:044-861-0332
ホテルサーブ渋谷
〒153-0044 東京都目黒区大橋２丁目２４−４
TEL:03-5433-8711 / FAX: 03-3795-1023
http://www.toriku.or.jp

大会会場
大会事務局

大会本部ホテル

2018年4月22日（日）
ユニバー記念競技場
〒654-0163 神戸市須磨区緑台 TEL:078-793-6150
〒650-8571 神戸市中央区東川崎町1-5-7
神戸新聞社 地域活動局事業部内
TEL:078-362-7086 / FAX:078-360-5519
ANA クラウンプラザホテル神戸
〒650-0002 神戸市中央区北野町1丁目
TEL:078-291-1121 /
FAX:078-291-1151
http://www.haaa.jp

ＧＰプレミア 第52回織田幹雄記念国際陸上競技大会
兼 ジャカルタ 2018 アジア競技大会 代表選手選考競技会

ＧＰプレミア 第34回静岡国際陸上競技大会
兼 ジャカルタ 2018 アジア競技大会 代表選手選考競技会

大会日

大会日

大会会場

大会事務局

大会本部ホテル
申込ホームページ

2018年4月28日（土）～29日（日･祝）
広島広域公園陸上競技場
〒731-3167 広島市安佐南区大塚西五丁目1番1号
TEL:082-848-8484 / FAX:082-848-8460
〒730-0011 広島市中区基町４－１
広島県体育協会内 広島陸上競技協会
TEL:082-223-3256 / FAX:082-222-6991
リーガロイヤルホテル広島（RIHGA ROYAL）
〒730-0011 広島市中区基町6-78
TEL:082-502-1121 / FAX:082‐228-5415
http://hiroshimatf.org

大会会場

大会事務局

大会本部ホテル
申込ホームページ

2018年5月3日（木･祝）
静岡県小笠山総合運動公園 エコパスタジアム
〒437-0031 袋井市愛野2300－1
TEL: 0538-41-1800
FAX: 0538-41-1807
〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1－14－31 吉野壽ビル２Ｆ
静岡陸上競技協会 静岡国際陸上事務局内
TEL/FAX:054-253-9801
掛川グランドホテル
〒436-0028 掛川市亀ノ甲１－３－１
TEL: 0537-23-3333 / FAX: 0537-23-2290
http://www2.wbs.ne.jp/~nagata/t&f/

ＧP
ＧＰ

第27回金栗記念選抜陸上中長距離大会2018

大会日
大会会場

大会事務局
申込ホームページ

ＧＰ

ＧＰ

2018年4月7日（土）
熊本県民総合運動公園陸上競技場
〒861-8012 熊本県熊本市東区平山町２７７６
TEL:096-380-0783 / FAX: 096-389-7280
〒861-8046 熊本県熊本市東区石原2-9-1
熊本県民総合運動公園内 （一財）熊本陸上競技協会
TEL/FAX:096-388-1688
http://www.kumariku.org/

２０１８水戸招待陸上

大会日

吉岡隆徳記念

大会日
大会会場

大会事務局
申込ホームページ

ＧＰ

2018年5月5日（土）
ケーズデンキスタジアム水戸
〒310-0914 茨城県水戸市小吹町2058-1
TEL:029-241-8484
〒310-0913 茨城県水戸市見川町2256

大会日

大会事務局

（公財）水戸市スポーツ振興協会事務局

大会事務局

申込ホームページ

TEL:029-243-0111
http://maas.or.jp

ＧＰ
大会日

大会会場

申込ホームページ

申込ホームページ

ＧＰ

大阪府大阪市東住吉区長居公園1-1

大会会場

大会事務局
申込ホームページ

2018年6月3日（日）
布勢総合運動公園陸上競技場
〒680-0944 鳥取県鳥取市布勢146-1
TEL: 0857-28-7221 / FAX: 0857-28-1399
〒680-0944 鳥取県鳥取市布勢146-1 布勢総合運動公園陸上競技場内
（一財）鳥取陸上競技場
TEL: 0857-28-6540 / FAX: 0857-28-6540
http://www.hal.ne.jp/trk/

第40回北九州陸上カーニバル大会

大会日
大会会場

大会事務局
申込ホームページ

大会日
大会会場

2018年10月27日（土）～28日（日）
北九州市立本城陸上競技場
〒807-0806 福岡県北九州市 八幡西区御開4丁目16−1
TEL： 093-692-0886
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-1-1 福岡朝日ビルB2
（一財）福岡陸上競技協会
TEL/FAX:092-474-0002
www.fukuriku.com

大会事務局
申込ホームページ

ＧＰ

2018年5月5日（土）
延岡市西階総合運動公園陸上競技場
〒882-0804 宮崎県延岡市西階町１丁目３８００
TEL:0982-32-5832
〒882-0031 宮崎県延岡市中川原町5-4960 旭化成陸上部内
ゴールデンゲームズinのべおか実行委員会
TEL0982-21-1979 / FAX：0982-22-6019
http://goldengames.jp/

第１５回田島直人記念陸上競技大会

ヤンマースタジアム長居内

（一財）大阪陸上競技協会
TEL：06-6697-8899 / FAX：06-6697-8766
大阪陸上競技協会大会申込アドレス moushikomi@oaaa.jp 大阪陸協HP http://www.oaaa.jp/

布勢スプリント2018

大会日

ＧＰ

FAX:029-243-8271

2018年5月6日（日）
ヤンマースタジアム長居
〒546-0034 大阪府大阪市東住吉区長居公園1-1
〒546-0034

大会事務局

ＧＰ

大会会場

第５回木南道孝記念陸上競技大会

2018年4月22日（日）
島根県立浜山公園陸上競技場
〒699-0722 島根県出雲市大社町北荒木１８６８−１０
TEL:0853-53-4533 / FAX:0853-53-4556
〒693-0021 島根県出雲市塩冶町399-18
出雲陸上競技協会
FAX:0853-24-3867
http://www.shimariku.jp

第29回ゴールデンゲームズinのべおか

大会会場

事業課スポーツコンベンション推進係

第72回出雲陸上競技大会

2018年6月3日（日）
維新みらいふスタジアム
〒753-0815 山口県山口市維新公園4-4
TEL 083-922-2788 FAX 083-922-2769
〒753-0815 山口県山口市維新公園4-4 維新みらいふスタジアム内
（一財）山口陸上競技協会
TEL:083-920-6125 / FAX: 083-920-6125
http://yaaf.jp/

第31回南部忠平記念陸上競技大会

大会日
大会会場

大会事務局
申込ホームページ

2018年7月8日（日）
札幌厚別公園陸上競技場
〒004-0033 北海道札幌市 厚別区上野幌３条１丁目
TEL：011-894-1144 FAX：011-894-4299
〒003-0026 札幌市白石区本通5丁目南4番11号 KJビル3号棟2階205号室
（一財）北海道陸上競技協会
電話：011-598-7407 FAX：011-598-7408
http://hokkaido-rikkyo.jp/

