
全 国 競 技 場 め ぐ り は夫婦で、　　　は管理人のみ、　　　は副管理人

NO 県名 競　技　場　名 競　技　場　名 大会名
1 北海道 　厚別公園競技場

2 青森県 青森県総合運動公園（陸） 20スポレク

3 岩手県 　岩手県営運動公園（陸） 北上運動公園（陸） 18スポレク

一関運動公園（陸） 21全日本

4 宮城県 宮城スタジアム 27全日本

5 秋田県 秋田県営（陸） 秋田市八橋（陸）

6 山形県 山形県総合運動公園（陸） 12スポレク

7 福島県 県営あずま（陸） 郡山総合運動場開成山（陸）

8 茨城県 笠松運動公園（陸） 国体

9 栃木県 栃木県総合運動公園（陸） 23スポレク

10 群馬県 群馬県立敷島公園（陸）

11 埼玉県 埼玉県熊谷スポーツ文化公園（陸） 上尾運動公園（陸） 15全日本他

12 千葉県 千葉県総合スポーツセンター（陸） 国体・6ｽﾎﾟﾚｸ

13 東京都 国立霞ケ丘競技場　 日本選手権・全日本M

14 神奈川県 日産スタジアム 三ツ沢公園（陸） 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ

平塚陸上競技場 16全日本

15 山梨県 小瀬スポ－ツ公園（陸）　 11全日本

16 新潟県 新潟スタジアム（ビッグスワン） 新潟市（陸） 37全日本

17 富山県 富山県総合運動公園（陸） 17全日本

18 石川県 石川県西部緑地公園（陸） 24全日本･13ｽﾎﾟﾚｸ

19 福井県 福井運動公園（陸） 17スポレク

20 長野県 長野市営長野運動公園総合運動（陸） 県松本平広域公園（陸） 長野マスターズ

21 岐阜県 岐阜メモリアルセンタ－長良川競技場 11スポレク

22 静岡県 静岡スタジアム（エコバスタジアム） 静岡県草薙総合運動場（陸） 22全日本

23 愛知県 名古屋市瑞穂公園（陸） 30全日本

24 三重県 　三重県営総合競技場 14スポレク

25 滋賀県 皇子山陸上競技場 21スポレク

26 京都府 西京極総合運動公園（陸） 記録会・ゴールドM

27 大阪府 長居（陸）、第２（陸） 万博記念公園競技場 26全日本

服部緑地公園 大阪マスターズ

28 兵庫県 神戸総合運動公園（陸）（ユニバ－記念競技場）県立明石公園（陸） 14全日本

　姫路市立（陸） 尼崎市立記念公園（陸） 兵庫選手権他

29 奈良県 奈良市鴻ノ池（陸） 8スポレク

30 和歌山県 紀三井寺公園 3スポレク他

31 鳥取県 鳥取県立布施総合運動公園（陸） 倉吉市営（陸） 13全日本他

32 島根県 島根県立浜山公園（陸） 松江市営（陸） 23全日本他

33 岡山県 岡山県（陸）　（桃太郎スタジアム） 岡山県津山（陸） 中国他

34 広島県 広島広域公園（陸）（ビッグアーチ） 広島スタジアム 15スポレク他

山口県維新百年記念公園（陸） 防府市陸上競技場 中国他

下関市陸上競技場 徳山大学陸上競技場 28回全日本

36 徳島県 徳島県鳴門総合運動公園（陸） 徳島市陸上競技場 徳島マスターズ

37 香川県 香川県立丸亀競技場 16スポレク

38 愛媛県 愛媛県総合運動公園（陸） 愛媛マスターズ

39 高知県 春野総合運動公園（陸）

40 福岡県 東平尾公園博多の森（陸） 福岡市平和台（陸） 福岡マスターズ

41 佐賀県 佐賀県総合運動場（陸）  佐賀マスターズ

42 長崎県 長崎県立総合運動公園（陸） 22九州

43 大分県 大分市営（陸） 18全日本

44 熊本県 熊本県民総合運動公園　KKWING 水前寺競技場 20全日本・4ｽﾎﾟﾚｸ

45 宮崎県 宮崎県総合運動公園（陸） 生目の杜運動公園（陸） 12､29全日本

46 鹿児島県 鹿児島県立鴨池運動公園（陸） 25全日本

47 沖縄県 沖縄県総合運動公園（陸） 沖縄市（陸） 19全日本・10ｽﾎﾟﾚｸ
奥武山（陸） 国体

●　私たちは、全国踏破を目指しています。

35 山口県
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