スクール活動３０年のあゆみ
期
年度
日付
1 昭和57年 6/26
(1982)
7/1

9/12

2

3

12/25
昭和58年 4/30
(1983)

リ ト ル ス ク ー ル 行 事
県立横須賀高校にて第1回リトルスクール開校の打ち合わせ開催。
以降数回にわたり会議を開催した。
市内各小学校長宛に｢横須賀陸上リトルスクール開校のご案内について｣を送付した。
開催日：9/12から12/25までの計14回
会 場：不入斗競技場と県立横須賀高校
対 象：小5～中2
費 用：2,550円(通年では5,000円)
第1回 陸上リトルスクール開校式(不入斗競技場)
入校者 5年：男子18 女子15 6年：男子18 女子25 合計76名
校長 若命勇治郎､ﾍｯﾄﾞｺｰﾁ 永島規彦、ｻﾌﾞﾍｯﾄﾞｺｰﾁ 上村 公 ほかスタッフ16名
第1回 陸上リトルスクール修了式(不入斗競技場)
第2回 陸上リトルスクール入校式(総合体育館ミーティングルーム)
入校者 5年：男子18 女子25 6年:男子20 女子28 4年女子1 中学女子1 合計93名

7/9

隣接する鶴久保、青葉小の協力で雨天時体育館使用可能に。

8/27

父母と指導者との懇親会開催（総合体育館ミーティングルーム）

2/25
第2回 陸上リトルスクール修了式(総合体育館ミーティングルーム)
昭和59年 3/1～30 教育委員会委託事業として小学３，４年生対象にジュニアスクールの開設準備始ま
(1984)
る。広報よこすかに掲載。
5/12
第3回 陸上リトルスクール入校式（総合体育館ミーティングルーム）
入校者 5年：男子21 女子34 6年：男子26 女子26 合計107名
第２代校長 三澤 岑就任
第1回 陸上ジュニアスクール開校式（総合体育館ミーティングルーム）
入校者 3年：男子24 女子18 4年：男子16 女子21 合計79名
7/1
健康増進陸上競技大会に参加 ジュニア50m リトル100m（不入斗競技場）
8/28～29 第1回 陸上リトルスクール夏季合宿（三浦臨海青少年センター）
参加者 5年：男子10 女子12 6年：男子12 女子8 合計42名
10/14
第57回市民体育大会に参加 ジュニア50m リトル100m(不入斗競技場)
12/9
陸上ジュニアスクール修了式（総合体育館ミーティングルーム）
3/9
陸上リトルスクール修了式（総合体育館ミーティングルーム）
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一 般 事 項
増田明美が20キロ中日ロードレースで
1時間6分55秒の世界最高だす。
東北・上越新幹線開業

大韓航空墜落事件
参院選初の比例代表制
青木がゴルフハワイアンオープン優勝。
日本男性では初。
初の国際女子駅伝横浜で開催。
東京デイズニーランドオープン。
東京国際マラソンで佐々木七恵が日本人
として初優勝。
グリコ・森永事件。
サラエボで冬季オリンピック スピードス
ケード5000Ｍで北沢欣が銀メダル
ロスアンゼルス夏季オリンッピクでカー
ル・ルイスが4冠達成〔100，200，400MR，
走り幅〕 森末慎二が鉄棒でパーフェクト
演技で金メダル 具志堅が個人総合で金メ
ダル。
全英女子オープンゴルフで岡本綾子が優勝
植村直己が北米マッキンレイ冬季単独世界
初登頂

期
年度
日付
4 昭和60年 4/20
(1985)
5/11

5

リ ト ル ス ク ー ル 行 事
第4回 陸上リトルスクール入校式（総合体育館ミーティングルーム）
入校者 5年：男子36 女子25 6年：男子24 女子33 合計118名
第2回 陸上ジュニアスクール入校式（総合体育館ミーティングルーム）
入校者 3年：男子24 女子14 4年：男子40 女子23 合計101名
6/30
第1回 全国少年少女リレー競走大会神奈川県選考会に出場（体育センター）少女
リレー、少年100mが優勝、県代表となる
健康増進陸上競技大会に参加 ジュニア50m リトル100m（不入斗競技場）
7/7
7/26～28 第1回 全国少年少女リレー競技大会（国立競技場）
少女リレー、少年100mに出場、 派遣指導者：永島・田中
8/24～25 第2回 陸上リトルスクール夏季合宿(三浦臨海青少年センター)
参加者 5年：男子10 女子14 6年：男子5 女子17 合計46名
8/31
横須賀市陸上競技選手権大会に参加 ジュニア50m リトル100m（不入斗競技場）
10/26
第58回 市民体育大会に参加 ジュニア50m リトル100m（不入斗競技場）
11/30
陸上ジュニアスクール修了式（総合体育館ミーティングルーム）
3/8
陸上リトルスクール修了式（総合体育館ミーティングルーム）
4/19
第5回 陸上リトルスクール入校式（総合体育館ミーティングルーム）
昭和61年
(1986)
入校者 5年：男子35 女子38 6年：男子18 女子35 合計126名
5/17
第3回 陸上ジュニアスクール入校式(総合体育館ミーティングルーム)
入校者 ３年：男子22 女子24 4年：男子10 女子22 合計78名
6/29
第2回 全国少年少女リレー競走大会神奈川県選考会(体育センター)少女リレーが
優勝、県代表となる
健康増進陸上競技大会に参加 ジュニア50m リトル100m（不入斗競技場）
7/6
8/3
レクレーション活動実施（津久井浜海岸）ジュニア、リトルともに合宿の施設取れ
ず、代わる行事として実施
市陸協記録会に参加 ジュニア50m リトル100m（不入斗競技場）
8/7
8/28～30 第2回 全国少年少女リレー競走大会（国立競技場）
少女リレーに出場、派遣指導者：大久保
9/7
横須賀市陸上競技選手権大会に参加 ジュニア50m リトル100m（不入斗競技場）
10/25
第59回市民体育大会に参加 ジュニア50m リトル100m（不入斗競技場）
12/13
陸上ジュニアスクール修了式（総合体育館ミーティングルーム）
2/28
陸上リトルスクール修了式（総合体育館ミーティングルーム）
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一

般

事

項

科学万博つくば８５開幕
関越自動車道全面開通
日航ジャンボ機御巣鷹山に墜落
阪神タイガース初の日本一
全米女子アマチュアゴルフ選手権で服部道
子が日本人初の優勝
世界自転車選手権で中野浩一が9連覇

チェルノブイリ原発事故
体協の新アマチュア規定「スポーツ憲章」
のタイトルからアマチュアの文字
きえる。
アジア大会のハンマー投げで室伏重信
選手大会５連勝。
カラオケ・ボックス出現

期
年度
日付
6 昭和62年 4/18
(1987)
5/16

7

リ ト ル ス ク ー ル 行 事
第6回 陸上リトルスクール入校式（総合体育館ミーティングルーム）
入校者 5年：男子20 女子20 6年：男子37 女子29 合計106名
第4回 陸上ジュニアスクール入校式(同総合体育館ミーティングルーム)
入校者 ３年：男子16 女子19 4年：男子21 女子23 合計79名
5/31
市陸協記録会に参加 ジュニア50m リトル100m
6/28
第3回 全国少年少女リレー競走大会神奈川県選考会(体育センター) 少女リレー、
少女100mが優勝、県代表となる
健康増進陸上競技大会に参加 ジュニア50m リトル100m（不入斗競技場）
7/5
8/6
市陸協記録会に参加 ジュニア50m リトル100m（不入斗競技場）
8/10～11 第3回 陸上リトルスクール夏季合宿（三浦臨海青少年センター）
参加者 5年：男子11 女子12 6年：男子16 女子23 合計62名
8/28～30 第３回 全国少年少女リレー競走大会（国立競技場）
少女リレー､少女100mに出場｡少女リレーで初めて準決勝進出､派遣指導者:上村・
小鷹
横須賀市陸上競技選手権大会に参加 ジュニア50m リトル100m（不入斗競技場）
8/29
10/11
第60回 市民体育大会に参加 ジュニア50m リトル100m（不入斗競技場）
11/8
陸上リトル、ジュニア記録会
リトル 100m 走幅跳 ソフトボール投げ ジュニア 50m 走幅跳 ソフトボール投げ
12/19
陸上ジュニア、リトルスクール修了式（総合体育館ミーティングルーム）
不入斗競技場全天候改修工事のためリトルも12月で修了
4/16
第7回 陸上リトルスクール入校式（総合体育館ミーティングルーム）
昭和63年
(1988)
入校者 5年：男子20 女子18 6年：男子16 女子23 合計77名
不入斗競技場全天候改修工事のため、今年度の練習は市立工業高校で行う
5/21
第５回 陸上ジュニアスクール入校式(総合体育館ミーティングルーム)
入校者 ３年：男子18 女子8 4年：男子4 女子17 合計47名
不入斗競技場全天候改修工事のため、今年度の練習は市立工業高校で行う
6/5
市陸協記録会に参加 ジュニア50m リトル100m(市立横須賀高校)
6/19
第4回 全国少年少女リレー競走大会神奈川県選考会(体育センター) 少女リレー、
少女100mが優勝、県代表となる
市陸協記録会に参加 ジュニア50m リトル100m（市立横須賀高校）
8/8
8/16～17 第4回 陸上リトルスクール夏季合宿（三浦臨海青少年センター）
参加者 5年：男子6 女子6 6年：男子8 女子13 合計33名
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事

項

国鉄民営化（ＪＲ7社）
国際ナイター陸上100Mで不破弘樹が19年ぶ
りに10秒33の日本新記録
NTT株上場、買い殺到。
任天堂のファミコン1000万台突破

潜水艦なだしお事故
ソウル夏季オリンッピックでジョイナーが
２冠〔100，200〕ジョンソンのドーピング
で9秒79の世界記録抹消
本四架橋瀬戸大橋開通

期
年度
日付
リ ト ル ス ク ー ル 行 事
続 昭和63年 8/26～28 第４回 全国少年少女リレー競走大会（国立競技場）
き (1988)
少女リレー､少女100mに出場､少女100mが個人では初めて準決勝進出､派遣指導者:
南・大戸
第61回 市民体育大会に参加 ジュニア50m リトル100m（不入斗競技場）
10/2
12/10
陸上ジュニアスクール修了式（総合体育館ミーティングルーム）
3/11
陸上リトルスクール修了式（総合体育館ミーティングルーム）
第8回 陸上リトルスクール入校式（総合体育館ミーティングルーム）
8 平成元年 4/15
(1989)
入校者 5年：男子17 女子27 6年：男子14 女子17 合計75名
１学期の練習は市立工業高校で行う
5/20
第6回 陸上ジュニアスクール入校式(総合体育館ミーティングルーム)
入校者 ３年：男子15 女子18 4年：男子29 女子19 合計81名
１学期の練習は市立工業高校で行う
6/18
第５回 全国少年少女リレー競走大会神奈川県県選考会(体育センター)少女リレー､
少女走幅跳、少年100mが優勝、県代表となる
8/16～17 第５回 陸上リトルスクール夏季合宿（三浦臨海青少年センター）
参加者 5年：男子4 女子10 6年：男子6 女子10 合計30名
8/20
横須賀市陸上競技選手権大会兼全天候改修工事完成記念大会に参加。ジュニア50m
リトル100m（不入斗競技場)
8/26
ジュニア、リトル共に練習場を不入斗競技場に戻す
8/25～27 第5回 全国少年少女リレー競走大会（国立競技場）
少女リレー､少女走幅跳､少年100mに出場､少年100mが準決勝進出､派遣指導者:上村
9/3
健康増進陸上競技大会に参加 ジュニア50m リトル100m（不入斗競技場）
10/15
第62回 市民体育大会に参加 ジュニア50m リトル100m（不入斗競技場）
12/9
陸上ジュニアスクール修了式（総合体育館ミーティングルーム）
3/10
陸上リトルスクール修了式（総合体育館ミーティングルーム）
修了後も希望者に3/17,24,31,4/7スクールを実施した
第９回 陸上リトルスクール入校式（総合体育館ミーティングルーム）
9 平成2年 4/14
(1990)
入校者 5年：男子36 女子25 6年：男子19 女子13 合計93名
5/19
第7回 陸上ジュニアスクール入校式(総合体育館ミーティングルーム)
入校者 ３年：男子26 女子19 4年：男子26 女子31 合計102名
7/2
健康増進陸上競技大会に参加 ジュニア50m リトル100m（不入斗競技場）
7/22
第６回 全国少年少女陸上運動研修大会・リレー競走大会に名称変更、神奈川県
選考会(体育センター)に出場、少年リレー・少女走幅跳優勝、県代表となる
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事

項

消費税3％導入
中国天安門事件
昭和天皇崩御
ベルリンの壁崩壊
パリ・マラソンで小島和恵が日本最高で優
勝

礼宮様ご成婚
東西ドイツ統一
福岡国際女子柔道で中三の田村亮子が初優
勝
ロッテルダム・マラソンで谷口浩美が優勝

期
続
き

10

年度
日付
平成2年 7/31～
(1990) 8/1
8/6
8/25～27

リ ト ル ス ク ー ル 行 事
第６回陸上リトルスクール夏季合宿（三浦臨海青少年センター）
参加者 5年：男子13 女子9 6年：男子9 女子4 合計35名
水泳実習(久里浜小) ジュニア リトル
第６回 全国少年少女陸上運動研修大会リレー競走大会（京都 西京極陸上競技
場）少年リレー,少女走幅跳に出場、派遣指導者：本間・上村
横須賀市陸上競技選手権大会に参加 ジュニア50m リトル100m(不入斗競技場）
8/26
10/10
体育の日ファミリースポーツのつどいに参加 （不入斗競技場）
ジュニア 50m 走幅跳 ソフトボール投げ
リトル 100m 走幅跳 ソフトボール投げ
10/14
第63回 市民体育大会に参加 ジュニア50m リトル100m（不入斗競技場）
12/8
陸上ジュニアスクール修了式（総合体育館ミーティングルーム）
1/16
ジュニア、リトルスクール指導者講習会(不入斗競技場)
3/9
陸上リトルスクール修了式（総合体育館ミーティングルーム）
終了後も希望者に3/16,23,30スクールを実施した
第10回 陸上リトルスクール入校式（総合体育館ミーティングルーム）
平成3年 4/13
(1991)
入校者 5年：男子19 女子24 6年:男子29 女子15 合計87名
5/18
第8回 陸上ジュニアスクール入校式（総合体育館ミーティングルーム）
入校者 3年：男子13 女子16 4年:男子10 女子15 合計54名
6/2
市陸協記録会に参加 ジュニア50m リトル100m（不入斗競技場）
6/12
第７回 全国少年少女陸上運動研修大会・リレー競走大会神奈川県選考会(平塚競
技場) 少女リレー優勝、県代表となる。少女走幅跳も優勝したがリレーに出場
健康増進陸上競技大会に参加 ｼﾞｭﾆｱ:50m,走幅跳 ﾘﾄﾙ:100m,走幅跳(不入斗競技場)
7/7
7/31
水泳実習(久里浜小) ジュニア リトル
8/2～4 第7回 全国少年少女陸上運動研修大会･リレー競走大会(京都西京極陸上競技場)
少女リレーが出場、派遣指導者：上村・大久保
8/22～23 第７回 陸上リトルスクール夏季合宿（三浦臨海青少年センター）
参加者 5年：男子6 女子10 6年：男子13 女子9 合計38名
8/24
リトルスクール10周年を前にして指導者懇親会（上町魚八）
8/25
横須賀市陸上競技選手権大会に参加 ジュニア50m リトル100m 4×100mリレー
（不入斗競技場）
神奈川県児童陸上記録会(体育センター) リトル12名参加
10/6
12/7
陸上ジュニアスクール修了式(総合体育館ミーティングルーム)
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項

オグリキャップが最後のレース有馬記念
の480億円レースを制す。

湾岸戦争勃発
ソ連邦解体
雲仙普賢岳大規模火砕流発生
1998年冬のオリンッピックの開催地長野市
に決定
東京世界陸上開催、男子100Mでカールルイ
ス9秒86の世界新。マラソンで谷口浩
美が初の金メダル

期
続
き
11

年度
日付
平成3年 3/14
(1991)
平成4年 4/11
(1992)
5/16
6/14
7/26
8/26～27
8/28～30
9/13

12

10/11
10/25
12/12
3/13
平成5年 4/10
(1993)
5/15
5/30
7/25
7/30～31
8/27～29
9/12
10/11
10/24

リ ト ル ス ク ー ル 行 事
陸上リトルスクール修了式（総合体育館ミーティングルーム）
終了後も希望者に3/21,28スクールを実施した
第11回 陸上リトルスクール入校式(不入斗体育館ミーティングルーム)
年度最終入校者：5年:男子12 女子22、6年:男子27 女子26、合計87名
第9回 陸上ジュニアスクール入校式(不入斗体育館ミーティングルーム)
年度最終入校者：3年:男子21 女子20、4年:男子25 女子25、合計91名
県記録会に参加(平塚競技場)
第8回 全国小学生陸上運動研修大会・リレー競走大会県予選に出場(体育ｾﾝﾀｰ競
技場)、5年男女100m、男子走幅跳で全国への出場権獲得
第8回 陸上リトルスクール夏季合宿(三浦臨海青少年センター)
第8回 全国小学生陸上運動研修大会・リレー競走大会（国立競技場）
5年男女100m、男子走幅跳が出場、5年男女100mで準決勝進出、派遣指導者：金子
横須賀市陸上競技選手権大会に参加 ジュニア50m リトル100m 4×100mリレー
（不入斗競技場）
第65回 市民体育大会に参加 ジュニア50m リトル100m（不入斗競技場）
第1回 郡市対抗大会に参加(体育ｾﾝﾀｰ競技場) 男女総合164.5点で優勝
陸上ジュニアスクール修了式(不入斗体育館ミーティングルーム)
陸上リトルスクール修了式(不入斗体育館ミーティングルーム)
第12回 陸上リトルスクール入校式(不入斗体育館ミーティングルーム)
年度最終入校者：5年:男子27 女子21 6年:男子25 女子26 中学：男子 3 合計102名
第10回 陸上ジュニアスクール入校式(不入斗体育館ミーティングルーム)
年度最終入校者：3年:男子25 女子13 4年:男子27 女子26 合計91名
県記録会に参加(平塚競技場)
第9回 全国小学生陸上競技交流大会に名称変更、県予選に出場(体育ｾﾝﾀｰ競技場)
男子リレーで全国への出場権獲得、6年男子100mでも1･2を占めるが、リレーを優先
第9回 陸上リトルスクール夏季合宿(三浦臨海青少年センター)
参加者 5年：男子21 女子６ 6年：男子9 女子12
中学女子5合計53名
第9回 全国小学生陸上競技交流大会（国立競技場）
男子リレーに出場、派遣指導者：田中
横須賀市陸上競技選手権大会に参加 ジュニア50m リトル100m 4×100mリレー
（不入斗競技場）
第66回市民体育大会に参加 ジュニア50m リトル100m（不入斗競技場）
第2回 郡市対抗大会に参加(平塚競技場) 男女総合126点で2位
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ＰＫＯ協力法案施行
米シャトル実験日本人初参加
ＪＯＣがオリンッピックメダリストに賞金
を出すことを決定。
バルセロナ夏季オリンッピックの女子マラ
ソンで有森銀メダル、男子マラソンで森下
広一も銀メダル。水泳200平で岩崎
恭子が金メダル。

皇太子ご成婚
欧州連合発足
北海道南西沖地震
Ｊ・リーグが開幕。
シュトットガルト世界陸上で浅利純子がマ
ラソンで金メダル、安部友恵が銅メダル。

期
続
き
13

14

年度
日付
平成5年 12/4
(1993) 12/4～
3/12
平成6年 4/9
(1994)

リ ト ル ス ク ー ル 行 事
陸上ジュニアスクール修了式(不入斗体育館ミーティングルーム)
不入斗競技場改修工事のため市立工業高校でスクール実施
陸上リトルスクール修了式(不入斗体育館ミーティングルーム)
第13回 陸上リトルスクール入校式(不入斗体育館ミーティングルーム)
年度最終入校者：5年:男子22 女子24 6年:男子19 女子24 中学：男子 3 女子１
合計93名
第11回 陸上ジュニアスクール入校式(不入斗体育館ミーティングルーム)
5/14
年度最終入校者：3年:男子25 女子24 4年:男子24 女子13 合計86名
県記録会に参加(平塚競技場)
5/29
日本陸上選手権イベントのリレー競走に参加（国立競技場）
6/12
7/24
第10回 全国小学生陸上競技交流大会県予選に出場(平塚競技場) 5年男子100mと
女子走幅跳で全国への出場権獲得
8/21～22 第10回 陸上リトルスクール夏季合宿(三浦臨海青少年センター)
参加者 5年：男子8 女子7 6年：男子10 女子6 合計31名
8/26～28 第10回 全国小学生陸上競技交流大会（国立競技場）
5年男子100mと女子走幅跳に出場
横須賀市陸上競技選手権大会に参加 ｼﾞｭﾆｱ50m ﾘﾄﾙ100m 4×100mﾘﾚｰ(不入斗競技場)
8/27
第67回市民体育大会に参加 ジュニア50m リトル100m（不入斗競技場）
10/9
第3回郡市対抗大会に参加(平塚競技場)
10/23
陸上ジュニアスクール修了式(不入斗体育館ミーティングルーム)
12/10
陸上リトルスクール修了式(不入斗体育館ミーティングルーム)
3/11
第14回 陸上リトルスクール入校式(不入斗体育館ミーティングルーム)
平成7年 4/15
(1995)
年度最終入校者：5年:男子23 女子10 6年:男子22 女子21 中学：男子1 女子2
合計79名。第３代校長 上村 公就任
第12回 陸上ジュニアスクール入校式(不入斗体育館ミーティングルーム)
5/13
年度最終入校者：3年:男子9 女子19 4年:男子29 女子38 合計95名
県記録会に参加(平塚競技場)
5/28
日本陸上選手権イベントのリレー競走に参加（国立競技場）
6/11
第11回 全国小学生陸上競技交流大会予選に出場(平塚競技場)
7/23
女子走幅跳と女子リレーで全国への出場権獲得、また南関東４都県対象のオープン
種目の男女80mＨと女子走高跳の出場も決定
8/13～14 第11回 陸上リトルスクール夏季合宿(三浦ふれあいの村)
参加者 5年：男子8 女子9 6年：男子10 女子8 合計35名
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村山「自･社・さ」連立内閣発足
東京六大学が女子選手の登録容認。
貴乃花が連続全勝優勝で65代横綱に。
京都競馬場の菊花賞でナリタブライアンが
三冠王に、有馬記念で四冠達成。

阪神淡路大震災
地下鉄サリン事件
野茂英雄投手がロサンゼルス・ドジャース
と契約。オールスター戦出場と新人王獲
得。
静岡国際陸上で志水見千子が5000Ｍで15分
18秒88の日本新。

期
続
き

15

16

年度
日付
リ ト ル ス ク ー ル 行 事
平成7年 8/25～27 第11回 全国小学生陸上競技交流大会（国立競技場）
(1995)
女子走幅跳と女子リレー、およびオープン種目の男女80mＨと女子走高跳に出場、
派遣指導者：宮内
横須賀市陸上競技選手権大会に参加 ｼﾞｭﾆｱ50m ﾘﾄﾙ100m 4×100mﾘﾚｰ(不入斗競技場)
8/27
第68回 市民体育大会に参加 ジュニア50m リトル100m（不入斗競技場）
10/1
第4回 郡市対抗大会に参加(平塚競技場)
10/29
陸上ジュニアスクール修了式(不入斗体育館ミーティングルーム)
12/2
陸上リトルスクール修了式(不入斗体育館ミーティングルーム)
3/16
第15回 陸上リトルスクール入校式(不入斗体育館ミーティングルーム)
平成8年 4/13
(1996)
年度最終入校者：5年:男子33 女子28 6年:男子23 女子11 中学：男子9 女子5
合計109名
第13回 陸上ジュニアスクール入校式(不入斗体育館ミーティングルーム)
5/11
年度最終入校者：3年:男子35 女子29 4年:男子15 女子24 合計103名
県記録会に参加(平塚競技場)
6/2
7/20
第12回 全国小学生陸上競技交流大会県予選に出場(平塚競技場) 5年男子100mと
オープン種目の女子80mHの出場権獲得
8/18～29 第12回 陸上リトルスクール夏季合宿(三浦ふれあいの村)
参加者 5年：男子11 女子6 6年：男子10 女子0 合計27名
8/23～25 第12回 全国小学生陸上競技交流大会（国立競技場）
5年男子100mとオープン種目の女子80mHに出場
横須賀市陸上競技選手権大会に参加 ｼﾞｭﾆｱ50m ﾘﾄﾙ100m 4×100mﾘﾚｰ(不入斗競技場)
8/25
第70回 市民体育大会に参加 ジュニア50m リトル100m（不入斗競技場）
9/29
第5回 郡市対抗大会に参加 男女総合90点3位(平塚競技場)
10/20
陸上ジュニアスクール修了式（不入斗体育館ミーティングルーム）
12/7
陸上リトルスクール修了式(不入斗体育館ミーティングルーム)
3/15
第16回
陸上リトルスクール入校式(不入斗体育館ミーティングルーム)
4/5
平成9年
(1997)
年度最終入校者：5年:男子19 女子16 6年:男子29 女子22 中学：男子8 女子2
合計96名
第14回 陸上ジュニアスクール入校式(不入斗体育館ミーティングルーム)
5/10
年度最終入校者：3年:男子35 女子27 4年:男子39 女子42 合計143名
県記録会に参加(平塚競技場)
6/1
7/21
第13回 全国小学生陸上競技交流大会県予選に出場(平塚競技場) 5年女子100mと
女子走幅跳で出場権獲得
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ペルー日本大使公邸占拠事件
2002年度ワールドカップ開催国が日本、韓
国共同開催決定。
アトランタ夏季オリンッピックでマイケ
ル・ジョンソン五輪史上初の２冠（200、
400）達成。カール・ルイス五輪の走り幅で
４連覇。有森女子マラソンで銅。

消費税５％スタート
｢介護保険法案｣が成立。
香港、中国返還
箱根駅伝で神奈川大が往路、復路共に8分18
秒の大差で優勝。

期
続
き

年度
日付
リ ト ル ス ク ー ル 行 事
平成9年 8/16～17 第13回 陸上リトルスクール夏季合宿(三浦ふれあいの村)
(1997)
参加者 5年：男子7 女子7 6年：男子9 女子8 合計31名
第13回
全国小学生陸上競技交流大会（国立競技場）
8/29～31
5年女子100mと女子走幅跳に出場、5年女子100mで初の決勝進出で7位14”19、派遣
指導者：上村
横須賀市陸上競技選手権大会に参加 ｼﾞｭﾆｱ50m ﾘﾄﾙ100m 4×100mﾘﾚｰ(不入斗競技場)
8/31
第71回 市民体育大会に参加 ジュニア50m リトル100m（不入斗競技場）
9/14
第6回 郡市対抗大会に参加 男女総合110点2位(大和競技場)
10/26
陸上ジュニアスクール修了式(不入斗体育館ミーティングルーム)
12/6
陸上リトルスクール修了式(不入斗体育館ミーティングルーム)
3/14
第17回 陸上リトルスクール入校式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
17 平成10年 4/3
(1998)
年度最終入校者：5年:男子２9 女子25 6年:男子19 女子20
中学：男子13 女子9
合計115名
第15回 陸上ジュニアスクール入校式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
5/9
年度最終入校者：3年:男子38 女子12 4年:男子52 女子34 合計136名
7/20
第14回 全国小学生陸上競技交流大会県予選兼第7回郡市対抗大会に出場(平塚競技
場)。5年女子100m、女子走幅跳および女子リレーで出場権獲得、郡市対抗は、男女
総合150点で優勝
8/15～16 第14回 陸上リトルスクール夏季合宿(三浦ふれあいの村)
参加者 5年：男子6 女子4 6年：男子12 女子11 合計33名
8/29～31 第14回 全国小学生陸上競技交流大会（国立競技場）
5年女子100m、女子走幅跳および女子リレーに出場、5年女子100mと女子リレーが
準決勝進出、派遣指導者：上村・南
三澤顧問 ＮＨＫテレビに解説者として出演
横須賀市陸上競技選手権大会に参加 ｼﾞｭﾆｱ50m ﾘﾄﾙ100m 4×100mﾘﾚｰ(不入斗競技場)
8/30
第72回 市民体育大会に参加 ジュニア50m リトル100m（不入斗競技場）
9/14
陸上ジュニアスクール修了式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
12/6
12/6～ 不入斗競技場トラック改修工事のため市立工業でスクール実施
陸上リトルスクール修了式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
3/14
3/27～28 全国小学生クロスカントリーリレー研修大会に陸連の推薦により参加(大阪府池田市
猪名川運動公園陸上競技場特設コース)
派遣指導者 三澤、馬淵、支援コーチ 一ノ倉
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アテネの世界陸上で女子マラソン鈴木
博美が2時間29分48秒で優勝。

国内初の生体肺移植
金融ビックバン本格始動
冬季オリンピック長野大会開催。女子モー
グル里谷多英、ジャンプ・ラージヒル船木
和喜、スピード500Ｍ清水宏保、ショウトト
ラック500Ｍ西谷岳文、ジャンプ団体で金メ
ダル。
名古屋国際女子マラソンで高橋尚子が2時間
25分48秒の日本最高記録で優勝。
かながわ・ゆめ国体開催される。
横浜ベイスターズ38年振り日本一。
アジア大会で陸上男子100Ｍで伊東浩司が10
秒00の日本新記録。ハンマーの室伏広治が
日本新で金メダル。

期
年度
日付
18 平成11年 4/10
(1999)

リ ト ル ス ク ー ル 行 事
第18回 陸上リトルスクール入校式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
年度最終入校者：5年:男子38 女子21 6年:男子26 女子20 中学：男子6 女子7
合計118名
第16回 陸上ジュニアスクール入校式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
5/8
年度最終入校者：3年:男子14 女子19 4年:男子42 女子37 合計112名
県記録会に参加(等々力競技場)
5/29
第15回 全国小学生陸上競技交流大会県予選に出場(城山競技場)
7/20
女子走幅跳と女子リレーで出場権獲得、6年女子100mでも1･2位を占めるがリレーを
優先
8/8～9 第15回 陸上リトルスクール夏季合宿(三浦ふれあいの村)
参加者 5年：男子10 女子4 7年：男子8 女子15 合計40名
8/27～29 第15回 全国小学生陸上競技交流大会（国立競技場）
女子走幅跳と女子リレーに出場、女子リレー決勝で2位入賞 53”30
派遣指導者：一ノ倉
横須賀市陸上競技選手権大会に参加 ジュニア50m リトル100m （不入斗競技場）
8/29
第73回 市民体育大会に参加 ジュニア50m リトル100m（不入斗競技場）
10/9
第8回 郡市対抗大会に参加 (城山競技場)
10/24
陸上ジュニアスクール修了式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
12/4
12/4～ 不入斗競技場フィールド改修工事のため市立工業でスクール実施
陸上リトルスクール修了式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
3/11
19 平成12年 4/1
第19回陸上リトルスクール入校式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
(2000)
年度最終入校者：5年:男子36 女子27 6年:男子25 女子18 中学：男子13 女子14
合計133名
第17回 陸上ジュニアスクール入校式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
5/6
年度最終入校者：3年:男子36 女子19 4年:男子24 女子28 合計107名
県記録会に参加(城山競技場)
6/25
第16回 全国小学生陸上競技交流大会県予選に出場(平塚競技場)
7/20
男子走高跳、5年女子100m、女子80mH、女子走幅跳および女子走高跳の出場権獲得
8/12～13 第16回 陸上リトルスクール夏季合宿(三浦ふれあいの村)
参加者 5年：男子3 女子8 6年：男子10 女子5 合計26名
8/25～27 第16回 全国小学生陸上競技交流大会（国立競技場）
男子走高跳、5年女子100m、女子80mH、女子走幅跳および女子走高跳に出場、
5年女子100mで準決勝進出、派遣指導者：監物
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東海村臨界事故
欧州通貨統合、ユーロ導入
オーストリアでのジャンプノーマルヒルで
船木等日本勢が表彰台独占。
臓器移植法制定以来初の高知の女性が脳死
と判定。移植された。
横浜国際女子駅伝で日本代表独走で5連勝。

三宅島噴火で全島民避難
沖縄でサミット開催
小渕首相倒れ森連立内閣発足
シドニー夏季オリンッピックでマラソンに
出場した高橋尚子が陸上女子初の金メダ
ル。男子4×100ｍＲで日本6位入賞。ジョン
ソン男子400Mで初の連覇。室伏広治がハン
マーで81Ｍ08の日本新

期
年度
日付
続 平成12年 8/27
き (2000) 10/8
10/22
11/26
12/2
3/17
20 平成13年 4/7
(2001)

リ ト ル ス ク ー ル 行 事
横須賀市陸上競技選手権大会に参加 ｼﾞｭﾆｱ50m ﾘﾄﾙ100m 4×100mﾘﾚｰ(不入斗競技場)
第74回 市民体育大会に参加 ジュニア50m リトル100m （不入斗競技場）
第9回 郡市対抗大会に参加 男女総合173点 優勝 (平塚競技場)
陸連主催の小学生陸上競技教室開催(体育センター)指導者4 生徒12 父兄4 参加
陸上ジュニアスクール修了式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
陸上リトルスクール修了式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
第20回 陸上リトルスクール入校式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
年度最終入校者：5年:男子24 女子23 6年:男子32 女子23 中学：男子13 女子3
合計118名
第18回 陸上ジュニアスクール入校式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
5/12
年度最終入校者：3年:男子31
女子17
4年:男子33
女子16
合計 97名
県記録会に参加(平塚競技場)
6/24
7/22
第17回 全国小学生陸上競技交流大会県予選に出場(平塚競技場)｡女子リレーで出場
権獲得､6年女子100mで1･2位､80mHと6年女子走幅跳でも1位となるが､リレーを優先
8/19～20 第17回 陸上リトルスクール夏季合宿(三浦ふれあいの村)
参加者 5年：男子8 女子9 6年：男子6 女子10 合計33名
8/24～26 第17回 全国小学生陸上競技交流大会（国立競技場）
女子リレーに出場、準決勝進出、派遣指導者：佐久間
横須賀市陸上競技選手権大会に参加 ｼﾞｭﾆｱ50m ﾘﾄﾙ100m 4×100mﾘﾚｰ(不入斗競技場)
8/25
第２回 キッズコロシアム大会に9名参加（東京・夢の島競技場）
9/15
女子100m 1位13”47、2位13”72, 女子走幅跳１位4m28 など上位入賞し大活躍、
少人数ながらクラブ対抗で2位
第75回 市民体育大会に参加 ジュニア50m リトル100m（不入斗競技場）
10/7
第10回 郡市対抗大会に参加
男女総合143点 2位(平塚競技場)
10/14
陸上ジュニアスクール修了式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
12/6
陸上リトルスクール修了式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
3/16
21 平成14年 4/6
第21回 陸上リトルスクール入校式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
(2002)
年度最終入校者：5年:男子24 女子18 6年:男子22 女子15 中学：男子15 女子7
合計101名
第19回 陸上ジュニアスクール入校式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
5/11
年度最終入校者：3年:男子38 女子29
4年:男子28
女子27
合計122名
県記録会に参加(体育センター)
7/6
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一

般

事

項

小泉内閣発足
米中枢同時テロ、世界貿易センター崩壊
国内初の狂牛病を確認
敬宮愛子様誕生
マラソンの高橋尚子が予告どおり世界記録
ハンマー投げで室伏広治が世界陸上で銀メ
ダル。400Ｍハードルで為末が銅メダ
ル

初の日朝首脳会談で北朝鮮が拉致認め、被
害者5人帰国
渋井陽子が女子10000mで30分48秒89の驚異
の日本新をアメリカで出す

期
年度
日付
リ ト ル ス ク ー ル 行 事
続 平成14年 7/21
第18回 全国小学生陸上競技交流大会県予選に出場(平塚競技場)
き (2002)
優勝者なく、初めて全国大会の出場権獲得を逸す
第18回
陸上リトルスクール夏季合宿(三浦ふれあいの村)
8/17～28
参加者 5年：男子5 女子8 6年：男子6 女子11 中学：男子3 合計33名
横須賀市陸上競技選手権大会に参加 ジュニア50m リトル100m （不入斗競技場）
8/31
第76回 市民体育大会に参加 ジュニア50m リトル100m（不入斗競技場）
10/5
第11回 郡市対抗大会に参加
102.5点 ３位(平塚競技場)
10/13
陸上ジュニアスクール修了式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
12/7
陸上リトルスクール修了式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
3/15
第22回 陸上リトルスクール入校式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
22 平成15年 4/5
(2003)
年度最終入校者：5年:男子20 女子26 6年:男子26 女子11 中学：男子14 女子13
合計110名
第20回 陸上ジュニアスクール入校式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
5/10
年度最終入校者：3年:男子17 女子17 4年:男子31 女子33
合計98名
6/8
日本選手権サブイベントの4×100mリレーに男女各2チームを派遣(横浜国際総合競
技場)
県記録会に参加(城山競技場)
7/5
7/21
第19回 全国小学生陸上競技交流大会県予選に出場(平塚競技場) 女子走幅跳で出
場権獲得
8/17～28 第19回 陸上リトルスクール夏季合宿(三浦ふれあいの村)
参加者 5年：男子3 女子13 6年：男子7 女子7 中学：男子3 女子4 合計37名
8/22～24 第19回 全国小学生陸上競技交流大会（国立競技場）
女子走幅跳に出場
横須賀市陸上競技選手権大会に参加 ジュニア50m リトル100m （不入斗競技場）
8/30
9/13
第4回 キッズコロシアム大会に16名(男子8 女子8)参加（東京・江戸川競技場）
総合得点111：47ｸﾗﾌﾞ中5位
第77回 市民体育大会に参加 ジュニア50m リトル100m（不入斗競技場）
10/4
第12回 郡市対抗大会に参加
99.5点 ３位(平塚競技場)
10/12
陸上ジュニアスクール修了式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
12/6
陸上リトルスクール修了式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
3/13
23 平成16年 4/3
第23回 陸上リトルスクール入校式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
(2004)
年度最終入校者：5年:男子30 女子39 6年:男子17 女子25 中学：男子15 女子12
合計138名
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一 般 事 項
日韓共催サッカーＷ杯にわく。両国決勝
トーナメントに進出
高岡寿成がシカゴマラソンで2時間06分
16秒の日本最高、世界歴代4位を出す
ノーベル賞初のダブル受賞（小柴、
田中氏）
日本郵政公社発足

宮城県沖震度６の地震

パリ陸上世界選手権で200M末続慎吾が
銅、ハンマーで室伏広治銅

6万年ぶり火星超大接近

阪神18年ぶりセリーグ優勝
地上デジタル放送開始
営団地下鉄と成田空港民営化
消費税総額表示価格スタート

期
年度
日付
続 平成16年 5/8
き (2004)
5/29
6/12

リ ト ル ス ク ー ル 行 事
第21回 陸上ジュニアスクール入校式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
年度最終入校者：3年:男子28 女子30 4年:男子25 女子16
合計99名
第77回 市民体育大会に参加 ジュニア50m リトル100m（不入斗競技場）
第20回 全国小学生陸上競技交流大会県予選に出場(平塚競技場) 男子走幅跳で出
場権獲得
7/4
県記録会に参加(平塚競技場)、本年は陸連主催の研修会(陸上競技教室)が併せて
実施された
7/23～25 第20回 全国小学生陸上競技交流大会（国立競技場）
男子走幅跳に出場
スクールの活動を広く紹介するため、インターネットホームページを開設
8/9
8/8～9 第20回 陸上リトルスクール夏季合宿(三浦ふれあいの村)
参加者 5年：男子6 女子14 6年：男子1 女子12 中学：男子2 女子3 合計38名
9/18
第5回 キッズコロシアム大会に20名(男子10 女子10)参加（東京・江戸川競技場）
男子幅優勝など多種目に入賞、総合得点105で37ｸﾗﾌﾞ中2位(1位と同点)
横須賀市陸上競技選手権大会に参加 ジュニア50m リトル100m （不入斗競技場）
10/2
10/17
第13回 郡市対抗大会に参加
128点 ２位(平塚競技場)、男子幅･男子ソフト
ボール投げ(大会記録)･女子80Hの3種目で優勝
陸上ジュニアスクール修了式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
12/11
陸上リトルスクール修了式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
3/12
第24回 陸上リトルスクール入校式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
24 平成17年 4/9
(2005)
年度最終入校者：5年:男子35 女子22 6年:男子31 女子33
中学：男子11 女子8
合計140名
第22回 陸上ジュニアスクール入校式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
5/7
年度最終入校者：3年:男子41 女子22 4年:男子39 女子28
合計130名
5/28
第78回 市民体育大会に参加 ジュニア50m リトル100m（不入斗競技場）、本年
より不入斗競技場に写真判定装置導入
県記録会に参加(体育センター競技場)
6/4
7/16
第21回 全国小学生陸上競技交流大会県予選に出場(平塚競技場) 男女80mHで出場
権獲得
8/8～9 第21回 陸上リトルスクール夏季合宿(三浦ふれあいの村)
参加者 5年：男子14 女子7 6年：男子7 女子7 中学：男子1 女子2 合計38名
8/26～28 第21回 全国小学生陸上競技交流大会（国立競技場）
男女80mHに出場
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一

般

事

項

アテネ五輪 日本金16、銀９、銅12
マラソンで野口みずき、ハンマーで室
伏広治が金メダル

イチロー最多安打262、大リーグ84年
振り記録更新
新潟中越地震 震度6強
新1万円、5千円、千円札発行
東北楽天ゴールデンイーグルス誕生

ペイオフ全面解禁、個人情報保護法施行
JR福知山線脱線事故、死者107人
ヘルシンキ陸上世界選手権で400H為末大
が銅

衆議院選挙で自民率いる与党が326議席
獲得

期
年度
日付
続 平成17年 9/3
き (2005) 9/19

リ ト ル ス ク ー ル 行 事
横須賀陸上競技選手権大会に参加 ジュニア50m リトル100m （不入斗競技場）
第6回 キッズコロシアム大会に16名(男子7 女子9)参加（東京・江戸川競技場）
少人数の参加だったが5年男子走幅跳優勝他で入賞、総合得点40で39ｸﾗﾌﾞ中11位
第14回 郡市対抗大会に参加
112点 ２位(平塚競技場)
10/16
11/3
横須賀市陸協記録会(本年度2回目・不入斗競技場)の100mに選抜者が出場、本年度
より小学生も参加できるようになった。
県陸協普及部主催の巡回教室をスクールと同時に実施、5/6年生が参加
11/12
陸上ジュニアスクール修了式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
12/10
陸上リトルスクール修了式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
3/18
第25回 陸上リトルスクール入校式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
25 平成18年 4/8
(2006)
年度最終入校者：5年:男子43 女子40 6年:男子32 女子16 中学：男子15 女子12
合計158名
第23回 陸上ジュニアスクール入校式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
5/6
年度最終入校者：3年:男子29 女子22 4年:男子46 女子28
合計125名
第79回 市民体育大会に参加 ジュニア50m リトル100m（不入斗競技場）
5/27
県記録会に参加(三ツ沢競技場)
6/3
横須賀市陸上競技選手権大会に参加 ジュニア50m リトル100m･800m(不入斗競技場)
6/24
7/15
第22回 全国小学生陸上競技交流大会県予選に出場(平塚競技場) 男子走幅跳と
男子走高跳で出場権獲得
8/8～9 第22回 陸上リトルスクール夏季合宿(三浦ふれあいの村)
参加者 5年：男子14 女子5 6年：男子10 女子11 中学：男子4 女子2 合計45名
8/25～27 第22回 全国小学生陸上競技交流大会（国立競技場）
男子走幅跳と男子走高跳に出場、走高跳でスクール新記録1m35(全体15位)
9/18
第7回 キッズコロシアム大会に20名(男子10 女子10)参加（東京・江戸川競技場）
6年男子走幅跳など４種目で2位入賞、総合得点48で51ｸﾗﾌﾞ中7位
10/15
第15回 郡市対抗大会に参加
107点 ２位(平塚競技場)、スクール新記録:5年男
子100m 13"56、男子混成 2045点、リトルタイ記録:男子走高跳1m35、男子4×100m
リレー53"36
11/3
横須賀市陸協記録会(本年度2回目・不入斗競技場)の100mに選抜者34名(5年:男子7､
女子8;6年:男子9､女子10)出場。6年男子は4名が13"台(電気計時)。
陸上ジュニアスクール修了式(横須賀アリーナ3階 第2体育室)
12/9
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一

般

事

項

道路公団分割民営化
千葉ロッテ、31年ぶり日本一
耐震強度偽装問題起きる
トリノ冬季五輪で日本は金1、銀0、銅0
獲得、荒川静香アジア初の金
WBC王監督率いる日本は優勝で世界一
ワンセグ放送開始
阪神タイガース金本選手903試合連続
全イニング出場
ワールドカップ・アテネ大会でハンマー
室伏金、棒高澤野銀、200M末次、女子
5000M福士、男子400MRで銅

北朝鮮が日本海に7発のミサイル発射
太陽系惑星から冥王星除外
秋篠宮紀子様が悠仁様を出産
北朝鮮が地下実験を発表
国産機YS11ラストフライト
日本郵政グループが発足
イランのサダム・フセイン元大統領の
死刑執行される
防衛庁が防衛省に昇格

期
年度
日付
続 平成18年 1/14
き (2006)
3/17
26 平成19年 4/7
(2007)

リ ト ル ス ク ー ル 行 事
横須賀市陸協70周年記念技術講習会｢ミズノクリニック｣に29名(5年:男子12､女子8
6年:男子2､女子7)参加、信岡 沙希重 選手にご指導いただく。
陸上リトルスクール修了式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
第26回 陸上リトルスクール入校式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
年度最終入校者：5年:男子54 女子32 6年:男子47 女子42 中学：男子26 女子13
合計214名、第４代校長 馬淵 征男 就任
第24回 陸上ジュニアスクール入校式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
5/5
年度最終入校者：3年:男子39 女子38 4年:男子41 女子33 合計151名
第80回 市民体育大会に参加 ジュニア50m リトル100m（不入斗競技場）
5/26
6/3
第23回 全国小学生陸上競技交流大会県予選に43名(5年：男子5 女子8 6年：男子
17 女子13)出場、優勝者なく平成14年度に続いて、2度目の全国大会出場権獲得を
逸す。(平塚競技場)
小学生の入校者が300名を超えたため、小学生の入校受付を一時中止した。
6/16
関東小学生陸上競技連盟に団体登録
6/20
第62回 横須賀市陸上競技選手権大会に参加 ｼﾞｭﾆｱ50m ﾘﾄﾙ100m(不入斗競技場)
6/23
7/14
県記録会に43名(5年：男子7 女子9 6年：男子17 女子10)出場、6年男子100mで
スクール新記録12"81 (平塚競技場)
7/21
横須賀市消防局より講師を派遣していただき、事故等に備えた対応策の一つとして
指導スタッフ対象に救急救命講習会を実施。ＡＥＤ使用法などの実習を受けた。
参加スタッフ15名 (横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
8/4～6 第16回 全国小学生陸上競技指導者中央研修会(陸連主催)に指導者派遣。(埼玉県立
スポーツ研修センター)
8/19～20 第23回 陸上リトルスクール夏季合宿、参加者が50名を超えたため、しおさい棟と
やまびこ棟に分かれて宿泊した。参加者 5年：男子9 女子22 6年：男子16 女子
15 中学：男子6 女子6 合計74名 (三浦ふれあいの村)
9/17
第8回 キッズコロシアム大会に22名(5年：男子3 女子4 6年：男子8 女子7)出
場、6年男子100mで2位、5年男子100mで3位入賞など活躍、総合得点42で42ｸﾗﾌﾞ中
8位、6年男子100mでスクール新記録12"52（東京・江戸川競技場）
10月より小学生の入校受付を再開した。
10/6
10/14
第16回 郡市対抗大会に40名(5年：男子8 女子10 6年：男子11 女子11)出場、
男子5/6年100ｍなどで優勝、総合で120.5点 ２位、男子4×100mリレーでスクール
新記録53"29 (平塚競技場)

15／28

一 般 事 項
第1回東京マラソンが開催
インフルエンザ治療薬・タミフル異常
行動問題が発生
石原慎太郎都知事３選なる
長崎市の伊藤一長市長銃撃事件
昭和の日(4月29日）みどりの日(5月4日）に
名称変更
国民投票法が成立
教育関連３法が成立

大リーグオールスターでイチローが
日本人初のMVP

参議院選挙で自民党(36議席)大敗

大阪世界陸上でマラソン土佐の銅1個

安倍首相突然の退陣表明

郵政民営化がスタート

期
年度
日付
続 平成19年 11/3
き (2007)
12/8
3/15
27 平成20年 4/5
(2008)

リ ト ル ス ク ー ル 行 事
横須賀市陸協記録会の100mに選抜者36名(5年:男子8 女子11：6年:男子9 女子8)
出場。(不入斗競技場)
陸上ジュニアスクール修了式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
陸上リトルスクール修了式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
第27回 陸上リトルスクール入校式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
年度最終入校者：5年:男子39 女子19 6年:男子45 女子38 中学：男子22 女子16
合計179名
関東小学生陸上競技連盟に団体登録
4/6
第25回 陸上ジュニアスクール入校式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
4/26
年度最終入校者：3年:男子39 女子32 4年:男子48 女子57 合計176名
県陸協普及部にクラブ登録
4/27
5/10
小学生の入校者が定員(ジュニア120名・リトル160名)を大幅に超えたため、小学生
の入校受付を一時中止した。
5/31
県記録会に17名(5年：男子4 女子5 6年：男子3 女子5)出場。小学校の運動会の
期日と重なり出場者が少なかった。(平塚競技場)
第81回 市民体育大会に参加 ジュニア50m リトル100m（不入斗競技場）
6/15
第63回 横須賀市陸上競技選手権大会に参加 ｼﾞｭﾆｱ50m ﾘﾄﾙ100m（不入斗競技場)
6/28
7/6
第24回 全国小学生陸上競技交流大会県予選に46名(5年：男子6 女子6 6年：男子
15 女子19)出場(平塚競技場)。 女子4×100mリレー(54"72)・女子走高跳(1m25)・
女子ソフトボール投げ(43m54)の３種目に優勝し全国大会の出場権を獲得。女子ソフ
トボール投げはスクール新記録。
7/19
全国大会出場者７名が、横須賀市民スポーツ応援団 第27回全国大会出場者壮行会に
出席。
8/10～11 第24回 陸上リトルスクール夏季合宿(三浦ふれあいの村)
参加者 5年：男子12 女子10 6年：男子11 女子21 合計54名
8/29～30 第24回 全国小学生陸上競技交流大会（国立競技場）
女子4×100mリレー・女子走高跳・女子ソフトボール投げの３種目に出場、女子リ
レー決勝で8位入賞 54"79(予選54"51・準決勝54"27)、女子ソフトボール投げで
スクール新記録43m73。 派遣指導者：池口
9/15
第9回 キッズコロシアム大会に21名(5年：男子2 女子3 6年：男子5 女子11)出
場、5年女子80mHと女子4×100mﾘﾚｰの2種目で2位、6年女子100mと男子4×100mﾘﾚｰの
2種目で3位入賞など活躍、総合得点59点で47ｸﾗﾌﾞ中4位(神奈川県勢としては最高)。
（東京・江戸川競技場）
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一

般

事

項

時津風部屋の力士急死問題発生
イージス艦あたご衝突事故
後期高齢者医療制度スタート

中国四川省でマグニチュード８の地震

後部座席でのシートベルト着用義務化

洞爺湖サミット開幕

北京オリンピック開幕 日本のメダルは
金6、銀6、銅11の計26個、男子400MR
(塚原、末次、高平、朝原）で銅メダ
ル、トラック種目で80年ぶりの快挙

アメリカの大手証券会社リーマン・ブラ
ザース経営破綻。リーマンショック

期
年度
日付
続 平成20年 9/27
き (2008)
9/28
10/4

リ ト ル ス ク ー ル 行 事
横須賀市陸協秋季記録会の100mに選抜者23名(5年:男子6 女子7：6年:男子6
女子4)出場。各小学校の行事と重なり出場者が少なかった。(不入斗競技場)
県陸協主催の指導者研修会に指導者3名参加(神奈川近代文学館)
不入斗競技場の全面改修工事に伴い、10月より練習会場を横須賀総合高校に変更し
て実施。10月より小学生の入校受付を再開した。
10/12
第1回神奈川県小学生クラブチーム対抗陸上競技交流大会に44名(5年：男子9 女子
8 6年：男子12 女子15)出場、 5年男子100ｍ・6年女子100m・女子4×100mﾘﾚｰ・
男女砲丸投げ・女子混成など6種目で優勝、総合得点133点で26ｸﾗﾌﾞ中2位、女子混
成のソフトボール投げでスクール新記録43m96 (平塚競技場)
陸上ジュニアスクール修了式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
12/6
2/14
平成20年度横須賀市スポーツ栄光章授与式に出席、全国大会８位入賞の女子4×100m
リレーメンバーと指導者が受賞した。(ヨコスカ・ベイサイド・ポケット)
陸上リトルスクール修了式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
3/14
3/16
NTT東日本より、長年の普及活動が認められて、練習器具の寄贈を受ける。授与式に
馬淵校長出席。(NTT東日本東京支社)
第28回 陸上リトルスクール入校式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
28 平成21年 4/4
(2009)
年度最終入校者：5年:男子46 女子63 6年:男子35 女子23 中学：男子21 女子11
合計199名
不入斗競技場の全面改修工事が完了、競技場での練習を再開した。
4/11
4/18
リトル小学生の部の入校者が定員120名を大幅に超えたため、入校受付を一時中止
した。
第26回 陸上ジュニアスクール入校式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
4/25
年度最終入校者：3年:男子65 女子38 4年:男子46 女子39 合計188名
県陸協普及部にクラブ登録
関東小学生陸上競技連盟に団体登録
4/26
5/2
ジュニアの部の入校者が定員120名を大幅に超えたため、入校受付を一時中止した。
6/7
県記録会に30名(5年：男子5 女子11 6年：男子10 女子4)出場。小学校の運動会
が順延され6女に欠場者が出た。(平塚競技場)
第64回 横須賀市陸上競技選手権大会に参加 ｼﾞｭﾆｱ50m ﾘﾄﾙ100m（不入斗競技場)
6/27
7/11
第25回 全国小学生陸上競技交流大会県予選に44名(5年：男子6 女子13 6年：
男子14 女子11)出場(平塚競技場)。優勝者なく平成19年度に続いて、3度目の全国
大会出場権獲得を逸す。
8/8～10 第18回 全国小学生陸上競技指導者中央研修会(陸連主催)に指導者派遣。(埼玉県立
スポーツ研修センター)
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事

項

ノーベル物理学賞(南部,益川,小林）
化学賞(下村脩）受賞する
円高が急速に1ドル13年ぶり90円台
裁判員候補者に通知書発送
オバマ氏、第44代米大統領に就任
東京駅発着のブルトレ全廃

新聞TV欄地デジ対応の順番に変更

陸上世界選手権ベルリン大会で女子マラ
ソンで尾崎好美が銀、やり投げで村上幸
史が銅
裁判員制度スタート
米GM経営破綻

国内48年ぶり皆既日食、次回28年後

期
年度
日付
リ ト ル ス ク ー ル 行 事
続 平成21年 8/16～17 第25回 陸上リトルスクール夏季合宿(三浦ふれあいの村)
き (2009)
参加者 5年：男子10 女子12 6年：男子15 女子12 合計49名
9/21
第10回 キッズコロシアム大会に27名(5年：男子2 女子6 6年：男子9 女子10)
出場、6年男子走幅跳で優勝・2位、5年女子走幅跳で2位・3位など走幅跳を中心に
活躍、総合得点64点で36ｸﾗﾌﾞ中4位(神奈川県勢としては最高)。（東京・江戸川競
技場）
9/26
不入斗競技場・鶴久保小ともに使用できないため、練習会場を横須賀総合高校に変
更して実施。翌週の10/3も引き続き横須賀総合高校で実施した。11/14は総合高に
集合後、「くりはま花の国」に移動する予定であったが、雨天のため中止した。
以後、不入斗競技場が使用できない場合に、横須賀総合高校と「くりはま花の国」
を利用。
10/10
10/11

10/24
11/3
11/21
12/26
2/27
3/13
29 平成22年 4/3
(2010)

4/24

4/26

第82回 市民体育大会に参加 ジュニア50m リトル100m・800m・4×100mリレー
（不入斗競技場）
第2回神奈川県小学生クラブチーム対抗陸上競技交流大会に41名(5年：男子8 女子
10 6年：男子13 女子10)出場、 男子4×100mﾘﾚｰ・5年女子100mの2種目で優勝、
6種目で2位など活躍、総合得点119.5点で32ｸﾗﾌﾞ中1位(平塚競技場)
10月より小学生の入校受付を再開した。
横須賀市陸協秋季記録会の100mに選抜者36名(5年:男子8 女子8：6年:男子11 女子
9)出場。(不入斗競技場)
県陸協主催の｢小学生陸上競技のクラブチーム指導者合同研修会｣に指導者3名参加
(藤沢市青少年会館)
陸上ジュニアスクール修了式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
県陸協主催の｢総務委員会女性部 指導者講習会｣に指導者16名参加、小林敬和先生
よりご指導いただく。(横須賀総合高校)
陸上リトルスクール修了式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
第29回 陸上リトルスクール入校式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
年度最終入校者：5年:男子41 女子34 6年:男子53 女子52 中学：男子21 女子9
合計210名。リトル小学生の部は、入校定員120名を上回ったため、以後の入校受付
を一時中止した。
第27回 陸上ジュニアスクール入校式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
年度最終入校者：3年:男子36 女子39 4年:男子79 女子43 合計197名
入校定員120名を上回ったため、以後の入校受付を一時中止した。
県陸協普及部にクラブ登録
関東小学生陸上競技連盟に団体登録
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一 般 事 項
衆議院選で民主党大勝利、政権交代へ
民主・社民・国新と連立政権樹立

巨人、7年ぶり日本一
森光子、森繁久弥さんに国民栄誉賞

バンクーバー冬季五輪

日本銀3、銅2

アジア大会で福島千里が100M,200Mで
２冠達成、やり投げで村上幸史、海老原
有紀が金

期
年度
日付
続 平成22年 5/1
き (2010)
6/7
6/26
7/17

リ ト ル ス ク ー ル 行 事
本年度より、リトルの部で100mと走幅跳の記録を基準にした5グループ別編成による
種目別練習を開始。
県記録会に30名(5年：男子7 女子7 6年：男子15 女子14)出場。(平塚競技場)
第65回横須賀市陸上競技選手権大会に参加 ｼﾞｭﾆｱ50m ﾘﾄﾙ100m（不入斗競技場)
第26回 全国小学生陸上競技交流大会県予選に42名(5年：男子6 女子7 6年：男子
13 女子16)出場(平塚競技場)。女子4×100mリレー(55"38)・男子走高跳(1m30)・
男子走幅跳(4m61)の３種目に優勝し全国大会の出場権を獲得。
8/15～16 第26回 陸上リトルスクール夏季合宿(三浦ふれあいの村)
参加者 5年：男子14 女子17 6年：男子16 女子12 合計59名、指導者11
8/27～28 第26回 全国小学生陸上競技交流大会（国立競技場）
女子4×100mリレー・男子走高跳・男子走幅跳の３種目に出場、女子リレー決勝で
8位入賞 54"36(予選54"28・準決勝53"98)
9/20
第11回 キッズコロシアム大会に24名(5年：男子1 女子1 6年：男子9 女子13)
出場、女子4×100mリレーで3位など10種目に入賞、総合得点49点で36ｸﾗﾌﾞ中10位
(神奈川県勢としては最高)。（東京・江戸川競技場）」
10月より小学生の入校受付を再開した。
10/2
10/9
第3回神奈川県小学生クラブチーム対抗陸上競技交流大会に48名(5年：男子10 女子
7 6年：男子15 女子16)出場、 男子走幅跳・男子混成・男子砲丸・男女4×100m
ﾘﾚｰの5種目で優勝、4種目で2位など活躍、総合得点125.5点で38ｸﾗﾌﾞ中1位(平塚競技
場)
10/10
第83回 市民体育大会に参加予定であったが、予備日10/30も雨天のため中止、今年
は実施できず。(不入斗競技場）
11/3
横須賀市陸協秋季記録会に選抜者42名(100m 5年:男子7 女子6：6年:男子7 女子
11、800m 5年:男子2 女子0：6年:男子6 女子3)出場。(不入斗競技場)
リトルの部のグループ編成を800mの記録基準に変更。
11/13
12/11
スクール内の指導者研修会を実施、当スクール顧問の上村先生よりご指導いただ
く。(鶴久保小学校)
陸上ジュニアスクール修了式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
12/25
1/8
市陸協普及部主催でジュニア対象の冬期練習会を開始した。3/5まで、リトルと同一
日程で実施。
陸上リトルスクール修了式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
3/12
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項

大相撲野球賭博で混迷、NHK生中継中止
南アフリカでサッカーW杯(日本16位）

高校野球、沖縄興南、春夏連覇

ノーベル化学賞(根岸英一、鈴木章）

世界選手権で女子バレー、32年ぶり銅
東北新幹線全線開通
日本、サッカー・アジア杯優勝
大相撲、野球賭博で春場所中止
東日本大震災

世界最大級M9

九州新幹線全線開通

期
年度
日付
30 平成23年 4/2
(2011)

リ ト ル ス ク ー ル 行 事
第30回 陸上リトルスクール入校式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
年度最終入校者：5年:男子71 女子45 6年:男子39 女子34 中学：男子11 女子9
合計209名。リトル小学生の部は、入校定員120名を上回ったため、以後の入校受付
を一時中止した。
第28回 陸上ジュニアスクール入校式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
4/23
年度最終入校者：3年:男子60 女子47 4年:男子49 女子42 合計198名
入校定員120名を上回ったため、以後の入校受付を一時中止した。
4月下旬 県陸協普及部にクラブ登録
関東小学生陸上競技連盟に団体登録
県記録会に46名(5年：男子8 女子7 6年：男子17 女子14)出場。(平塚競技場)
6/11
第66回 横須賀市陸上競技選手権大会に参加 ｼﾞｭﾆｱ50m ﾘﾄﾙ100m(不入斗競技場)
6/25
7/16
第27回 全国小学生陸上競技交流大会県予選に48名(5年：男子7 女子5 6年：男子
18 女子18)出場(平塚競技場)。男子4×100mリレー(55"22)・女子4×100mリレー
(56"15)・女子走高跳(1m23)の３種目に優勝し全国大会の出場権を獲得。男女での
リレー優勝は横須賀リトル初の快挙
8/6～7 第27回 陸上リトルスクール夏季合宿(ＹＭＣＡ三浦ふれあいの村)
参加者 5年：男子14 女子9 6年：男子17 女子21 合計61名、指導者18
8/26～27 第27回 全国小学生陸上競技交流大会（日産スタジアム）
男女4×100mリレー・女子走高跳の３種目に出場、女子リレーは準決勝進出
9/19
第12回 キッズコロシアム大会に27名(5年：男子4 女子2 6年：男子10 女子10)
出場、5女幅で3位など10種目に入賞、総合得点49点で38ｸﾗﾌﾞ中7位(神奈川県勢とし
ては最高)。（東京・江戸川競技場）
10/8
第84回 市民体育大会に参加 ジュニア50m リトル100m・800m・4×100mリレー
（不入斗競技場）
10/9
第4回神奈川県小学生クラブチーム対抗陸上競技交流大会に44名(5年：男子7 女子
5 6年：男子17 女子15)出場、 女子走高跳、5女走幅跳・女子4×100mﾘﾚｰの3種目
で優勝、3種目で2位など活躍、総合得点124点で37ｸﾗﾌﾞ中1位(平塚競技場)
10月より小学生の入校受付を再開した。
10/22
11/3
横須賀市陸協秋季記録会に選抜者32名(100m 5年:男子5 女子4、6年:男子10 女子
13)出場。(不入斗競技場)
陸上ジュニアスクール修了式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
12/24
1/7
市陸協普及部主催でジュニア対象の冬期練習会を開始した。3/3まで、リトルと同一
日程で実施。
陸上リトルスクール修了式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
3/10
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項

東京スカイツリー完成
小笠原世界自然、平泉世界文化遺産登録
アナログ放送終了
サッカー女子W杯

なでしこ世界一

韓国テグ開催の陸上世界選手権でハン
マーの室伏広治が史上最年長で金獲得

なでしこジャパンに国民栄誉賞
11年ぶり皆既月食観測
首都・阪神高速距離別料金制に移行

期
年度
日付
31 平成24年 4/7
(2012)

4/28

4月下旬
6/10
6/24
7/14

8/10～12
8/12～13
8/24～25
9/17

9/29
10/6

10/6

リ ト ル ス ク ー ル 行 事
第31回 陸上リトルスクール入校式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
年度最終入校者：5年:男子56 女子43 6年:男子74 女子39 中学：男子20 女子8
合計240名。リトル小学生の部は、入校定員120名を上回ったため、以後の入校受付
を一時中止した。
第29回 陸上ジュニアスクール入校式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
年度最終入校者：3年:男子64 女子46 4年:男子79 女子63 合計252名
入校定員120名を上回ったため、以後の入校受付を一時中止した。
県陸協普及部にクラブ登録
関東小学生陸上競技連盟に団体登録
県記録会に44名(5年：男子7 女子6 6年：男子18 女子13)出場。(平塚競技場)
第67回 横須賀市陸上競技選手権大会に参加 ｼﾞｭﾆｱ50m ﾘﾄﾙ100m(不入斗競技場）
第28回 全国小学生陸上競技交流大会県予選に39名(5年：男子5 女子6 6年：男子
15 女子13)出場(平塚競技場)。女子4×100mリレー(55"75/予選は55"44)・女子走幅
跳(4m25)の２種目に優勝し全国大会の出場権を獲得。
第21回 全国小学生陸上競技指導者中央研修会(陸連主催)に指導者派遣。(埼玉県
営熊谷スポーツ文化公園陸上競技場)
第28回 陸上リトルスクール夏季合宿(ＹＭＣＡ三浦ふれあいの村)
参加者 5年：男子9 女子12 6年：男子18 女子9 合計48名、指導者16名
第28回 全国小学生陸上競技交流大会（日産スタジアム）
女子4×100mリレー・女子走幅跳の２種目に出場、女子リレーは準決勝進出。
第13回 キッズコロシアム大会に26名(5年：男子1 女子3 6年：男子14 女子8)
出場、6女幅で2位、男子4×100mﾘﾚｰ3位など8種目に入賞、総合得点63点で37ｸﾗﾌﾞ中
5位(神奈川県勢としては最高)。女子800mで17年ぶりのスクール新記録2'39"40｡
（東京・江戸川競技場）
第85回 市民体育大会に参加 ジュニア50m リトル100m・800m・4×100mリレー
（不入斗競技場）
第5回神奈川県小学生クラブチーム対抗陸上競技交流大会に42名(5年：男子4 女子
5 6年：男子17 女子16)出場、 男子砲丸、5女100m、5女走幅跳、6女走幅跳、女子
混成、女子4×100mﾘﾚｰの6種目で優勝、5種目で2位など活躍、総合得点137.1点で37
ｸﾗﾌﾞ中1位。女子800mでスクール新記録2'38"78、男子走高跳でスクールタイ記録
1m35｡(平塚競技場)
10月より小学生の入校受付を再開した。
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一
新東名高速開通

般

事

項

42年ぶり「原子の火」が消える
金環日食
東京スカイツリー開業
ロンドン五輪(金7、銀14、銅17)

ハンマー投げ室伏広治銅、男子400MR(山
縣、江里口、高平、飯塚)で５位
男子マラソン中本６位

期
年度
日付
続 平成24年 10/27
き (2012)

リ ト ル ス ク ー ル 行 事
横須賀市陸協秋季記録会に選抜者24名(100m 5年:男子3 女子4 6年:男子7 女子
5、 800m 6年:男子2、女子3)出場。今年度は、各小学校の運動会の日程と重な
り、出場者が少なかった。(不入斗競技場)
11/25
JAAFアスリート発掘育成プロジェクトＵ－１２クリニック(神奈川会場)に選抜者
17名(5年：男子0 女子1 6年：男子8 女子8)参加（平塚競技場)
12/1
第1回小学生混成記録会に選抜者20名(5年：男子0 女子2 6年：男子13 女子5)参
加。女子混成で12年ぶりのスクール新記録2232点、男子走高跳でスクールタイ記
録1m35｡(城山競技場)
陸上ジュニアスクール修了式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
12/22
1/7
市陸協普及部主催でジュニア対象の冬期練習会を開始した。3/9まで、リトルと同一
日程で実施。
陸上リトルスクール修了式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
3/16
第32回 陸上リトルスクール入校式(横須賀アリーナ・３階体育室)
32 平成25年 4/6
(2013)
年度最終入校者：5年:男子68 女子52 6年:男子55 女子36 中学：男子13 女子2
合計226名。リトル小学生の部は、入校定員120名を上回ったため、以後の入校受付
を一時中止した。第５代校長 田中 俊郎 就任
第30回 陸上ジュニアスクール入校式(横須賀アリーナ・３階体育室)
4/28
年度最終入校者：3年:男子72 女子58 4年:男子84 女子53 合計267名
今年度より、ジュニアスクールは4月から翌年3月までの通年実施になった。
入校定員120名を上回ったため、以後の入校受付を一時中止した。
4月下旬 県陸協普及部にクラブ登録
関東小学生陸上競技連盟に団体登録
5/18
19年度に引き続き、横須賀市消防局より講師を派遣していただき、事故等に備えた
対応策の一つとして指導スタッフ対象に救急救命講習会を実施。ＡＥＤ使用法など
の実習を受けた。(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
県記録会に25名(5年：男子3 女子2 6年：男子10 女子10)出場。小学校の運動会
6/1
と重なり出場者が少なかった。(平塚競技場)
6/23
第68回 横須賀市陸上競技選手権大会に参加 ｼﾞｭﾆｱ50m ﾘﾄﾙ100m・4×100mﾘﾚｰ(不入斗
競技場）
7/13
第29回 全国小学生陸上競技交流大会県予選に41名(5年：男子4 女子5 6年：男子
15 女子17)出場(平塚競技場)。男子走高跳(1m36)に優勝し全国大会の出場権を獲
得。
第29回
陸上リトルスクール夏季合宿(ＹＭＣＡ三浦ふれあいの村)
8/17～18
参加者 5年：男子11 女子11 6年：男子15 女子14 合計51名、指導者17名
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一

般

事

項

ノーベル医学生理学賞(山中伸弥）
レスリング吉田沙保里に国民栄誉賞
中央道笹子トンネルで天井板落下事故
衆議院選挙で自民圧勝、民主大敗
第2次安倍内閣始動
箱根駅伝日体大29年ぶり総合優勝
桐生祥秀(京都洛南高)100mで歴代2位の10，
01秒を記録

長嶋茂雄、松井秀喜氏に国民栄誉賞

富士山が世界文化遺産に
参院選で自民、公明が過半数獲得
楽天・田中将大投手が連勝の新記録

期
年度
日付
リ ト ル ス ク ー ル 行 事
続 平成25年 8/23～24 第29回 全国小学生陸上競技交流大会（日産スタジアム）
き (2013)
男子走高跳に出場。
9/17
第14回 キッズコロシアム大会(東京・江戸川競技場)に出場予定であったが、台風
18号接近により中止となった。
10月より小学生の入校受付を再開した。
10/5
第6回神奈川県小学生クラブチーム対抗陸上競技交流大会に41名(5年：男子5 女子
10/6
5 6年：男子14 女子17)出場、 5男100m、5男幅、6男幅、6男高、男女ﾎﾞｰﾃｯｸｽ、女
子混成7種目で優勝、4種目で2位など活躍、総合得点155.5点で34
ｸﾗﾌﾞ中1位。男子走高跳でスクール新記録1m41。(小田原城山競技場)
10/12

第86回 市民体育大会に参加 ジュニア50m リトル100m・800m・4×100mリレー
（不入斗競技場）
横須賀市陸協秋季記録会に選抜者29名(100m 5年:男子5 女子1 6年:男子7 女子
10/27
8、 800m 5年:女子1 6年:男子3、女子4)出場。(不入斗競技場)
第2回小学生混成記録会に選抜者30名(5年：男子3 女子3 6年：男子11 女子13)参
12/1
加。(藤沢・体育センター競技場)
不入斗競技場改修工事のため、12月以降の練習会場を久里浜の横須賀総合高校陸上
12/7
競技場に変更して実施。
12/7
神奈川陸協小学生陸上競技Ｕ－１２クリニックに選抜者
20名(5年：男子3 女子1 6年：男子9 女子7)参加（藤沢・体育センター競技場)
陸上ジュニアスクール修了式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
3/8
陸上リトルスクール修了式(横須賀アリーナ・ミーティングルーム)
3/15
33 平成26年 4/5
第33回 陸上リトルスクール入校式(横須賀アリーナ・３階体育室)
(2014)
年度最終入校者：5年:男子67 女子43 6年:男子57 女子49 中学：男子13 女子2
合計231名。リトル小学生の部は、入校定員120名を上回ったため、以後の入校受付
を一時中止した。
第31回 陸上ジュニアスクール入校式(横須賀アリーナ・３階体育室)
4/26
年度最終入校者：3年:男子65 女子48 4年:男子91 女子65 合計269名
入校定員120名を上回ったため、以後の入校受付を一時中止した。
4月下旬 県陸協普及部にクラブ登録
関東小学生陸上競技連盟に団体登録
6/1
第69回 横須賀市陸上競技選手権大会に参加 ｼﾞｭﾆｱ50m ﾘﾄﾙ100m・4×100mﾘﾚｰ(不入斗
競技場）
県記録会に40名(5年：男子8 女子7 6年：男子11 女子14)出場。(平塚競技場)
6/1
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事

項

2020年夏季五輪・パラリンピックが東京開
催に決定
消費税率が８％引き上げ決定
伊豆大島で土石流災害で死者35人
ホテルなどで食材偽装発覚相次ぐ

楽天が初のプロ野球日本一

消費税8％スタート

原発事故による避難指示区域が初の解除
韓国で旅客船「セオル号」が沈没304人が
死亡、行方不明
世界文化遺産に「富岡製糸場」
二ホンウナギが絶滅危惧種に指定

期
年度
日付
続 平成26年 7/12
き (2014)

リ ト ル ス ク ー ル 行 事
第30回 全国小学生陸上競技交流大会県予選に41名(5年：男子9 女子7 6年：男子
10 女子15)出場(平塚競技場)。女子走高跳(1m25)と女子4×100mリレー(55"00)に優
勝し全国大会の出場権を獲得。女子ソフトボール投げで44m46を記録し、6年ぶりに
スクール記録を更新。
8/2
保護者スタッフ対象に指導者研修会を実施。講師：上村顧問。
8/16～17 第30回 陸上リトルスクール夏季合宿(ＹＭＣＡ三浦ふれあいの村)
参加者 5年：男子10 女9 6年：男子8 女子12 合計39名、指導者19名
8/22～23 第30回 全国小学生陸上競技交流大会（日産スタジアム）
女子走高跳と女子4×100mリレーに出場、女子リレーは準決勝進出。
9/15
第15回 キッズコロシアム大会に33名(5年：男子7 女子5 6年：男子9 女子12)
出場、5男高・6女ソフトボール投で優勝、5女幅・6女100m・6女高で2位など16種目
に入賞、総合得点81点で43ｸﾗﾌﾞ中6位(神奈川県勢としては最高)。女子走高跳で14年
ぶりのスクール新記録1m30｡女子ソフトボール投でも50m16でスクール記録を更新。
（東京・江戸川競技場）
10月より小学生の入校受付を再開した。
10/4
第7回神奈川県小学生クラブチーム対抗陸上競技交流大会に38名(5年：男子6 女子
10/4
8 6年：男子10 女子14)出場、 5男100m、男子幅、5女幅、6女100mの4種目で優
勝。台風18号の影響で風雨が強くなり、大会途中で中止となる。(平塚競技場)
10/11
10/13
11/3

11/22

3/7
3/14
34 平成27年 4/4
(2015)

第87回 市民体育大会に参加 ジュニア50m リトル100m・800m・4×100mリレー
（不入斗競技場）
神奈川陸協小学生陸上競技Ｕ－１３クリニックに選抜者29名(5年：男子5 女子7 6
年：男子6 女子11)参加（三ツ沢競技場)
横須賀市陸協秋季記録会に選抜者37名(100m 5年:男子7 女子4 6年:男子5 女子
10、 800m 5年:男子1、女子2 6年:男子5、女子3)出場。女子800ｍで2:36.27のス
クール新記録。(不入斗競技場)
第3回小学生混成記録会に選抜者31名(5年：男子6 女子5 6年：男子10 女子10)が出
場、女子混成Ｂで2071点，女子混成Ｃで2065点、女子ボーテックス投げで37m99のス
クール新記録。また女子走高跳はスクールタイ記録1m30。(城山競技場)
陸上ジュニアスクール修了式(横須賀アリーナ・３階体育室)
陸上リトルスクール修了式(横須賀アリーナ・３階体育室)
第34回 陸上リトルスクール入校式(横須賀アリーナ・３階体育室)
年度最終入校者：5年:男子81 女子52 6年:男子66 女子35 中学：男子4 女子2
合計240名。リトル小学生の部は、入校定員120名を上回ったため、以後の入校受付
を一時中止した。
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事

項

集団的自衛権を限定容認。政府が見解
朝日新聞が慰安婦問題で「吉田調書」の
誤報認め謝罪
デング熱の国内感染を70年ぶり確認
全米テニスで錦織圭が準優勝
ipｓ細胞を用いた世界初の再生医療
御嶽山噴火で死者57人、行方不明6人
新幹線開業50年
ノーベル物理学賞に青色LEDを開発した赤
埼勇、天野浩、中村修の３氏に
リニア中央新幹線の工事実施計画認可

安倍首相が消費税10％引上げ先送り
「和紙」がユネスコ無形文化遺産に
「アベノミックス」の評価を問う衆院選
で与党過半数獲得
北陸新幹線の長野ー金沢間開業

期
年度
日付
続 平成27年 4/25
き (2015)

リ ト ル ス ク ー ル 行 事
第32回 陸上ジュニアスクール入校式(横須賀アリーナ・３階体育室)
年度最終入校者：3年:男子80 女子55 4年:男子79 女子53 合計267名
入校定員120名を上回ったため、以後の入校受付を一時中止した。
4月下旬 県陸協普及部にクラブ登録
関東小学生陸上競技連盟に団体登録
県記録会に37名(5年：男子5 女子7 6年：男子15 女子10)出場。(平塚競技場)
6/6

保護者スタッフ対象に指導者研修会を実施。講師：上村顧問。
第70回 横須賀市陸上競技選手権大会に参加 ｼﾞｭﾆｱ50m ﾘﾄﾙ100m・4×100mﾘﾚｰ(不入斗
競技場）
7/11
第31回 全国小学生陸上競技交流大会県予選に42名(5年：男子4 女子9 6年：男子
17 女子12)出場。男子走高跳(1m30)、女子走高跳(1m30)と男子4×100mリレー
(54"21)に優勝し全国大会の出場権を獲得。(城山競技場)
8/8～9 第31回 陸上リトルスクール夏季合宿(神奈川県立三浦ふれあいの村 )
参加者 5年：男子9 女13 6年：男子14 女子9 中学生1 合計46名、指導者15名
8/21～22 第31回 全国小学生陸上競技交流大会（日産スタジアム）
男女走高跳と男子4×100mリレーに出場、男子リレーは準決勝進出、52"79で8年ぶり
にスクール新記録を更新。
第16回 キッズコロシアム大会に30名(5年：男子1 女子4 6年：男子15 女子10)
9/21
出場、6男ボーテックス投げ・6女走高跳で優勝、6男800m・6男走高跳・5女走高跳で
3位など15種目に入賞、総合得点70点で36ｸﾗﾌﾞ中7位(神奈川県勢としては最高)。男
子800mで14年ぶりにスクール新記録2'25"10、女子走高跳でもスクール新記録1m35｡
（東京・江戸川競技場）
10月より小学生の入校受付を再開した。
10/3
第8回神奈川県小学生クラブチーム対抗陸上競技交流大会に42名(5年：男子6 女子
10/4
11 6年：男子13 女子12)出場、 5男走幅跳、男子走高跳、女子走高跳、女子ボー
テックス投、男子4×100mリレーの5種目で優勝。男子リレーは、52"73で全国大会で
のスクール記録を更新。総合得点152点で48ｸﾗﾌﾞ中1位。(平塚競技場)
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項

18歳選挙権来年参院選から

6/13
6/28

又吉直樹の火花が芥川賞、200万部超える

安全保障関連法案が成立
ラクビーワールドカップ・イングランド
大会で日本が歴史的３勝を挙げた
TPP大筋合意した
ノーベル生理学・医学賞大村智、物理賞
梶田隆章氏が選ばれました
マイナンバー制度が施行、1月より運用

10/10

第88回 市民体育大会に参加 ジュニア50m リトル100m・800m・4×100mリレー
（不入斗競技場）
横須賀市陸協秋季記録会に選抜者16名(100m 5年:男子3 女子6 6年:男子1
女子2、800m 5年:男子1、女子2 6年:男子1)出場。(不入斗競技場)

11/3

第4回小学生混成記録会に選抜者29名(5年：男子1 女子4 6年：男子14 女子10)が出
場、男子混成Ｂで2197点、男子混成Ｃで1874点、女子混成Ｄで2233点，男子800mで
スクール新記録2'25"03。(城山競技場)
神奈川陸協小学生陸上競技Ｕ－１３クリニックに選抜者24名(5年：男子2 女子6 6
年：男子11 女子5)参加（体育センター競技場)
陸上ジュニアスクール修了式(横須賀アリーナ・３階体育室)
3月26日北海道新幹線開業（新青森~新函館北
斗）
陸上リトルスクール修了式(横須賀アリーナ・３階体育室)

11/8
3/5
3/12
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東京五輪エンブレム撤回
世界体操日本男子団体37年ぶり金メタル
国産初のジェット旅客機が初飛行に成功

期
年度
日付
35 平成28年 4/2
(2016)

リ ト ル ス ク ー ル 行 事
第35回 陸上リトルスクール入校式(横須賀アリーナ・３階体育室)
年度最終入校者：5年:男子75 女子54 6年:男子66 女子47 中学：男子4 女子6
合計252名。リトル小学生の部は、入校定員120名を上回ったため、以後の入校受付
を一時中止した。
第33回 陸上ジュニアスクール入校式(横須賀アリーナ・３階体育室)
4/23
年度最終入校者：3年:男子80 女子45 4年:男子101 女子71 合計297名
入校定員120名を上回ったため、以後の入校受付を一時中止した。
4月下旬 県陸協普及部にクラブ登録
関東小学生陸上競技連盟に団体登録
5/14
保護者スタッフ対象に指導者研修会を実施し、保護者9名参加。講師：上村顧問。
6/4
県記録会に46名(5年：男子7 女子5 6年：男子17 女子17)出場。本年度よりソフ
トボール投げがジャベリックボール投に変更されたが、本年度の県大会は従来の
ボーテックス規格で実施。(平塚競技場)
第71回 横須賀市陸上競技選手権大会に参加 ｼﾞｭﾆｱ50m ﾘﾄﾙ100m・4×100mﾘﾚｰ(不入斗
6/26
競技場）
第32回 全国小学生陸上競技交流大会県予選に41名(5年：男子4 女子6 6年：男子
7/9
16 女子15)出場。男子5年100m(14.86)、男子ジャベリックボール投(55m73)に優勝
し全国大会の出場権を獲得。男子ジャベリックボール投55m73は、スクール新記録
(平塚競技場)
第32回 陸上リトルスクール夏季合宿(神奈川県立三浦ふれあいの村 )
7/31
～8/1
参加者 5年：男子11 女15 6年：男子20 女子11 中学生2 合計59名、指導者18
第32回 全国小学生陸上競技交流大会（日産スタジアム）
8/19
男子5年100mと男子ジャベリックボール投に出場。
～20
9/19
第17回 キッズコロシアム大会に31名(5年：男子3 女子4 6年：男子13 女子11)
出場、5男走幅跳で2位、5男100mで3位、6男ジャベリックボール投げで3位、男子4×
400mリレーで2位など14種目に入賞、総合得点70点で40ｸﾗﾌﾞ中7位(神奈川県勢として
は最高)。（東京・江戸川競技場）
10/1
第89回 市民体育大会に参加 ジュニア50m リトル100m・800m・4×100mリレー
（不入斗競技場）
第9回神奈川県小学生陸上競技交流大会に40名(5年：男子4 女子9 6年：男子14
10/2
女子13)出場、 5男女100走、5男女走幅跳、男子走高跳、男子混成競技の6種目で優
勝。男子走高跳は、1m41でスクールタイ記録。今年度より総合得点での対抗戦は廃
止。(平塚競技場)
10月より小学生の入校受付を再開した。
10/8
第5回小学生混成記録会に選抜者29名(5年：男子4 女子9 6年：男子14 女子13)が出
10/23
場、男子混成Cのジャベリックボール投でスクール新記録56m72。(不入斗競技場)本
年度は、小田原城山競技場が改修のため、地元の不入斗開催となった。
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一 般 事 項
熊本地震4月14日M7.3の地震が起きる

5月27日オバマ大統領が現職米大統領と
して広島を訪問
6月19日

18歳選挙権施行

6月23日英国民投票で「EU離脱」を選択した

7月31日 小池百合子氏大差で都知事へ
リオ五輪メダル41個獲得（金12、銀8、銅
21）レスリング女子伊調が4連覇、体操男
子個人総合で内村が連覇、陸上男子400M
リレーで銀メダル獲得

10月3日 大隅良典さんにノーベル生理学
・医学賞を贈ると発表

期
年度
日付
続 平成28年 11/3
き (2016)
12/10
～11
3/4
3/11

リ ト ル ス ク ー ル 行 事
横須賀市陸協秋季記録会に選抜者42名(100m 5年:男子4 女子6 6年:男子10
女子10、800m 5年:男子1 女子3 6年:男子4 女子4)出場。(不入斗競技場)

一 般 事 項
11月8日米大統領選で共和党ドナルド・ト
ランプ氏が当選

第19回全国小学生クロスカントリーリレー大会に、県代表として男女各4名が出場。
12月9日韓国朴大統領に弾劾訴訟案可決
派遣指導者 井藤、堀。平成10年(1998年)の第1回大会以来の出場となった。結果
は、50チーム中43位。
陸上ジュニアスクール修了式(横須賀アリーナ・３階体育室)
陸上リトルスクール修了式(横須賀アリーナ・３階体育室)

期
年度
日付
36 平成29年 4/1
(2017)

リ ト ル ス ク ー ル 行 事
第36回 陸上リトルスクール入校式(横須賀アリーナ・３階体育室)
年度最終入校者：5年:男子85 女子55 6年:男子64 女子53 中学：男子9 女子1
合計267名。リトル小学生の部は、入校定員120名を上回ったため、以後の入校受付
を一時中止した。
第34回 陸上ジュニアスクール入校式(横須賀アリーナ・３階体育室)
4/22
年度最終入校者：3年:男子63 女子51 4年:男子81 女子59 合計254名
入校定員120名を上回ったため、以後の入校受付を一時中止した。
4月上旬 高校・大学卒業後のシニア競技者・指導者の登録拡大を目指して、横須賀市陸協に
「横須賀リトル」名で団体登録し、公認審判員を含む陸連登録者の大半が個人登録
より移行した。
4月下旬 県陸協普及部にクラブ登録
関東小学生陸上競技連盟に団体登録
第72回 横須賀市陸上競技選手権大会に参加 ｼﾞｭﾆｱ50m ﾘﾄﾙ100m・4×100mﾘﾚｰ(不入斗
5/28
競技場）
6/10
保護者スタッフ対象に指導者研修会を実施し、保護者6名参加。講師：上村顧問。
6/4
県記録会に47名(5年：男子7 女子10 6年：男子14 女子16)出場。本年度よりボー
テックス投げがジャベリックボール投に変更された。(平塚競技場)
7/8
第33回 全国小学生陸上競技交流大会県予選に44名(5年：男子7 女子10 6年：男
子13 女子14)出場。男子4×100mリレー(54.10)、女子走幅跳(4m33)、女子走高跳
(1m30)に優勝し全国大会の出場権を獲得。(平塚競技場)
8月
今年度の陸上リトルスクール夏季合宿は、会場の神奈川県立三浦ふれあいの村が、
耐震工事のため使用できず、実施しなかった。
第33回 全国小学生陸上競技交流大会（日産スタジアム）
8/18
～19
男子4×100mリレー、女子走幅跳、女子走高跳に出場。
第18回 キッズコロシアム大会に31名(5年：男子2 女子6 6年：男子10 女子13)
9/18
出場、6男走幅跳で優勝、6男ジャベリックボール投、6女100mで2位など17種目に入
賞、総合得点70.5点で36ｸﾗﾌﾞ中5位(神奈川県勢としては最高)。女子100m 12.93はス
クール新記録。（東京・江戸川競技場）
9/30
第90回 市民体育大会に参加 ジュニア50m リトル100m・800m・4×100mリレー
（不入斗競技場）
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一

般

事

項

5月7日フランス大統領にマロン氏最年少39歳
6月1日トランプ氏「パリ協定」離脱表明
6月9日天皇退位特例法案成立、19年4月退位5月
改元
6月12日上野動物園でパンダ「シャンシャン」誕生

9月3日北朝鮮6回目の核実験
9月9日陸上100メートルで桐生日本人初9秒台

期
年度
日付
続 平成29年 10/1
き (2017)
10/7
11/5
10/29
11/23
3/3
3/10

リ ト ル ス ク ー ル 行 事
第10回神奈川県小学生陸上競技交流大会に45名(5年：男子9 女子10 6年：男子10
女子16)出場、 6男100m、男子4×100mリレー、男子混成競技、5女100m、6女100m、6
女走幅跳、女子混成競技の7種目で優勝。(平塚競技場)
10月より小学生の入校受付を再開した。
第6回小学生混成記録会に選抜者44名(5年：男子9 女子9 6年：男子11 女子15)が出
場。(小田原城山競技場)
横須賀市陸協秋季記録会に出場予定だったが、雨天中止。(不入斗競技場)
陸連主催の小学生陸上競技Ｕ－１３クリニックに選抜者10名(6年：男子4
保護者6名、指導者4名参加（小田原城山競技場)
陸上ジュニアスクール修了式(横須賀アリーナ・３階体育室)
陸上リトルスクール修了式(横須賀アリーナ・３階体育室)
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一 般 事 項
10月22日衆議院選で自民圧勝、立憲民主野党
第1党に
11月29日横綱日馬富士が暴行問題で引退
12月10日ノーベル文学賞にカズオ・イシグロ
氏受賞

女子6)、 12月13日将棋の羽生、囲碁の井山国民栄誉賞
2月9～25日 平昌冬季五輪で、メダル14個
獲得（金４、銀５、銅５）を獲得

