
枠 月 期　　　日 競　　  技 　　会　　名 運営 会　　場

☆ 4日（土）～5日（日） 東北学連春季競技会 県　共 仙台市陸上競技場

1 １８日（土）～１９日(日） 第４１回長距離・短距離・フィールド競技会 主　催 仙台市陸上競技場

２６日（日）・２９日（祝） 春季陸上競技選手権大会兼第７４回国体予選会（2６日招待リレー） 県　陸 仙台市陸上競技場

☆ 　２日（日） 県中体連強化記録会　 県　共 仙台市陸上競技場

★ 　３日（日）～４日（月） 仙南・石巻地区高校総体予選会 県　共 仙台市陸上競技場

★ 　5日（火）～６日（水） 仙塩地区高校総体予選会 県　共 仙台市陸上競技場

2 １０日（日） 第３０回仙台国際ハーフマラソン大会　（２km・５km） 県　市 仙台市内

☆ １５日（金）～１７日（日） 第７３回東北学生陸上競技対抗選手権大会 県　共 仙台市陸上競技場

☆ ２３日(土)～２６日(火) 宮城県高等学校総合体育大会陸上競技大会 県　陸 仙台市陸上競技場

3 ３０日（土） 第３６回全国小学生陸上競技交流大会　仙台市予選会 主　催 仙台市陸上競技場

4 ３１日（日） 第３２回宮城マスターズ陸上競技選手権大会 県　共 仙台市陸上競技場

5 　６日（土） 第４２回長距離・短距離・フィールド競技会（種目限定） 主　催 仙台市陸上競技場

　７日（日） 第２７回宮城県・仙台市障害者陸上競技選手権大会 県　陸 仙台市陸上競技場

6 １３日（土）～１５日（月） 仙台市中学校総合体育大会 共　催 仙台市陸上競技場

２０日（土） 第６５回宮城県高体連定時制通信制陸上競技大会 県　共 仙台市陸上競技場

２１日（日） 第３６回全国小学生陸上競技交流大会宮城県選考会（日清カップ） 県　陸 仙台市陸上競技場

　４日（土）～　５日（日） 第６６回全日本中学校通信陸上競技宮城県大会 県　陸 仙台市陸上競技場

★ １１日（土） ２０２０年若林区ジュニア陸上クリニック 共　催 仙台市陸上競技場

7 １２日（日） 第５７回東北地区高専陸上競技大会 協　力 仙台市陸上競技場

１８日（土）～１９日（日） 第７５回宮城県陸上競技選手権大会兼国体予選会 県　陸 仙台市陸上競技場

２２日（水）～２４日（金） 宮城県中学校総合体育大会陸上競技大会 県　陸 仙台市陸上競技場

★ 　２日（日） 第３８回宮城県児童オリンピック大会 県　陸 栗原市築館総合運動

★ 　８日（土） ２０２０年泉区・青葉区・太白区ジュニア陸上クリニック 共　催 仙台市陸上競技場

２３日（日） 第74回国体少年Ｂ種目最終選考会 県　陸 宮城ｽﾀｼﾞｱﾑ･ｻﾌﾞﾄﾗｯｸ

２９日（土） 第74回国体少年Ｂ・ジュニア・オリンピック大会県選考会 県　陸 宮城ｽﾀｼﾞｱﾑ･ｻﾌﾞﾄﾗｯｸ

  ６日（日） 第２７回宮城マスターズ秋季大会 県　共 仙台市陸上競技場

★ 　２日（水） 仙台市中学校駅伝仙台市予選会 共　催 泉区寺岡周辺

☆ １１日（金）～１４日（月） 第６９回宮城県高校新人陸上競技大会 県　陸 宮城スタジアム

8 １９日（土）～２０日（日） 第４８回仙台市民陸上競技選手権大会 主　催 仙台市陸上競技場

9 ２６日（土） 第18回若林区・第17回宮城野区・第8回太白区陸上競技記録会 主　催 仙台市陸上競技場

　４日（日） 第４回東北・みやぎ復興マラソン大会2020 県　共 名取～岩沼～亘理

10 　４日（日） マイタウンスポーツデー 共　催 仙台市陸上競技場

★ 　7日（水） 第35回男子・第29回女子中学校駅伝 共　催 栗原市（若栁中）

11 １０日（土）～１１日（日） 仙台市中学新人陸上競技大会 共　催 仙台市陸上競技場

１１日（日） 第４４回KHB松島ハーフマラソン大会 県　陸 松島町

１７日（土）～１８日（日） 第３９回宮城県中学新人陸上競技大会 県　共 宮城スタジアム

★ １８日（日） 第71回男子第32回女子宮城県高校駅伝競走大会 県　共 岩沼市

２５日（日） 第３８回全日本大学女子駅伝競走大会 県　共 仙台市内

12 ３１日（土） 第４３回仙台市陸上競技協会　短・長距離　マイルリレー競技会 主　催 仙台市陸上競技場

13 　１日（日） 太白区民マラソン 協　力 太白区河川敷

14 　３日（火） 第20回泉区民・第１9回青葉区民陸上競技記録会 共　催 仙台市陸上競技場

15   ７日（土）～ ８日（日） 第10回仙台リレーマラソン 協　力 仙台市陸上競技場

16 １４日（土） 第４４回仙台市陸上競技協会長距離ﾌｨｰﾙﾄﾞ競技会 主　催 仙台市陸上競技場

★  １５日（日） 第７４回宮城県駅伝競走大会 県　陸 石巻市

17 ２２ 日（日） 第40回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 県　共 仙台市陸上競技場

18 ２３ 日（祝・月）　予定 第8回風の草原リレーマラソン 協　力 みちのく湖畔公園

２３ 日（祝・月） 全国都道府県対抗駅伝選手選考会 県　陸 宮城スタジアム

19 ２８日（土） 第３２回仙台市クロスカントリー大会 主　催 仙台市陸上競技場

20 12月  １３ 日（日）　予定 第5回復興若林シーサイドマラソン大会 若　陸 若林区防潮堤特設

２月  ２８日（日） 泉区クロスカントリー大会 協　力 七北田公園特設

　令和２年度（２０２０）　仙台市陸上競技協会　審判希望調査表　案
氏　 名　　　　　　　          　　　　　　　○　希望審判名　　　　        　　　・　　　　          　携帯電話             -             -

所属地区　　青葉区　・　宮城野区　・　若林区　・　太白区　・　泉区　    　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　
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枠 月 期　　　日 競　　  技 　　会　　名 運営 会　　場

★ ５月 １０日（日） ゴールデングランプリ 東京・国立競技場

★ １９日（土）～ ２２日（月） 第74回東北高校陸上大会 青森・新総合運動公園

★ ２５日（木）～ ２８日（日） 第104回日本陸上選手権大会 大阪・長居陸上競技場

★ 　４日（火）～ 　５日（水） 第42回東北中学陸上大会 山形・総合運動公園

★ １２日（水）～ １６日（日） 第74回高校全国大会（インターハイ） 静岡・エコパスタジアム

★ １７日（月）～ ２０日（木） 第47回中学全国大会（全中） 三重・三重交通G

★ ２２日（土）～ ２３日（日） 東北総合体育大会（ミニ国体） 山形・総合運動公園

★ ９月 ２０日(日） 第３６回全国小学生陸上競技交流大会（日清食品カップ） 神奈川・日産スタジアム

★ 　２日（金）～ 　４日（日） 第24回東北高校新人大会 岩手・北上陸上競技場

★ 　９日（金）～ １３日（火） 第75回国民体育大会 鹿児島・鴨池

★ １６日（金）～ １８日（日） 第51回ジュニアオリンピック 神奈川・日産スタジアム

★ ３１日（土） 第35回男子・第29回女子東北中学校男女駅伝 福島・あずま運動公園

★ １１月 １２日（木） 東北高校男女駅伝 山形・長井市

☆ 印は 中体連・主催者より直接委嘱状が送られます。　　　　

★ 印は 開催のご案内

　※　審判可能な枠に○印をつけて　３月２７日（金）まで

　※　提出先　審判委員長　藤島秀一まで　　　　　郵送　また　FAX

　９８２－０８０４　　太白区鈎取３－７－１１　　　　ＦＡＸ　０２２－２４５－４３６０

　　　　この用紙は県陸協の審判委員会へ提出いたします。

　　　　希望多数の際は、前年度の協力者が優先されますのでご了承ください。

　※　宮城陸上競技協会審判協力回数、35回以上の協力者は、『功績賞』の対象者となっております。

３月２８日（土）１３時より 審判伝達講習会　　　　　　　　　※日本陸連より通達 中止 （新型コロナウイルス）

３月２８日（土）１３時より 新規公認審判　B級講習会　 　※日本陸連より通達 中止 （新型コロナウイルス）

４月１８日（土）１４時より 審判伝達講習会 会議室 仙台市陸上競技場　１

４月１８日（土）１３時より 新規公認審判　B級講習会 会議室 仙台市陸上競技場　２

第３回目 ６月６日（土）１３時より 新規公認審判　B級講習会 会議室 仙台市陸上競技場　２

　※　Ｓ級（55才以上）でＡ級審判登録１０年後の申請・5年間で審判講習会3回以上・審判協力回数60回以上

　※　Ａ級（30才以上）でＢ級取得10年以上後の申請　5年間で審判講習会3回以上・審判協力回数45回以上

　※　申請時には審判手帳内の審判経歴記録（手帳更新前10年間）の記載が必要となっております。

　※　自動昇級ではありません。　自己申請となっております。申請は事務局まで11月末日締切

　　　　【宮城陸協】　　冬期 紺系統のブレザー、グレー系のスラックス（女子はスカート・キュロット）

白のワイシャツ、帽子（紺色ＪＡＡＦ指定）、ネクタイ（宮城陸協・緑色指定）

　　　　　　　　　　　　　夏期 紺・白のポロシャツも可　（スターターは赤・オレンジ））

ハーフパンツ、靴は黒又は白が望ましい。

　　　　【仙台市陸協】 上記同様の服装　および　仙台市陸上競技協会主催競技会の際は

帽子（ＪＡＡＦ青・紺）、ネクタイ（仙台市陸協・クリーム色）、ハーフパンツ

６月

【　審判員の服装について　】

８月

令和２年度（２０２０）　審判講習会のご案内

第１回目

第２回目

１０月

令和２年度（２０２０）　東北陸上競技会　・　全国大会





　※　Ｓ級（55才以上）でＡ級審判登録１０年後の申請・5年間で審判講習会3回以上・審判協力回数60回以上


