
Ⅶ 令和４年度 飯塚市立飯塚第一中学校 運動部活動の活動方針及び活動計画 
 
１ 学校の教育目標 

 
自主・自立・自学の強い意志と、自他を思いやる心を持ち、何事にも最善を尽くす生徒の育成 

 
２ 運動部活動の方針 

・部活動を通して、主体的に取り組む生徒の育成 
・ルールやマナーを定着させ、規範意識の醸成に努める 

 
３ 運動部活動公式戦年間計画（１） 

嘉麻・嘉穂・飯塚地区中学校総合体育大会 予選 

期日 種目 会場 

６月１１日（土） 陸上競技 嘉穂総合運動公園陸上競技場 

相撲 決勝 嘉穂総合高校 or飯塚第一中学校 

６月２５日（土） 水泳 飯塚市健康の森公園市民プール 

卓球 男子予選 嘉穂総合体育館 or中学校体育館 

ソフトボール 予選 桂川町総合運動公園グラウンド 

６月２６日（日） 卓球 女子予選 嘉穂総合体育館 or中学校体育館 

柔道 決勝 稲築武道館 

軟式野球 予選 穂波野球場 筑穂野球場 稲築野球場 

ソフトボール 決勝 桂川町総合運動公園グラウンド 

７月 ２日（土） サッカー 予選 伊岐須小学校・二瀬中学校 

軟式野球 予選 頴田野球場 庄内野球場 稲築野球場 

ソフトテニス 男女団体決勝 筑豊緑地 テニスコート 

７月 ３日（日） 軟式野球 決勝  穂波野球場 庄内野球場 稲築野球場 

サッカー 決勝 伊岐須小学校・二瀬中学校 

剣道 飯塚日新館中学校 

ソフトテニス 男女個人決勝 筑豊緑地 テニスコート 

卓球 決勝 桂川総合体育館 or嘉穂総合体育館 or中学校体育館 

７月 ９日（土） バスケットボール 女子予選 中学校体育館    

軟式野球 決勝 山野野球場 頴田野球場 庄内野球場 

バレーボール 男子予選                中学校体育館 

バレーボール 女子予選                中学校体育館 

７月１０日（日） バスケットボール 男子予選 中学校体育館    

バレーボール 男女決勝 中学校体育館    

７月１７日（日） バスケットボール 男女決勝 中学校体育館    

１０月 ８日（土） 駅伝競走 決勝 嘉穂総合運動公園陸上競技場 



令和４年度 筑豊地区中学校総合体育大会日程（案） 

※24日申込書〆切りになっています。 

※24日のバスケットボールに関しては、バレーボール筑豊大会が県大会に向けてのプレ大会になるために 24日を認めている。 

 ７月  

26 27 28 29 30 31  

火 水 木 金 土 日  

卓球   ○ ○   岡垣サンリーアイウェーブアリーナ 

柔道【準２５日】   ○ ○   久留米総合スポーツセンター（久留米アリーナ） 

バレーボール 

  ○ ○   

2８日【女子】桂川総合体育館 宮若東中学校 

【男子】嘉穂総合運動公園体育館 田川市総合体育館 

2９日【女子】桂川総合体育館 

    【男子】嘉穂総合運動公園体育館 

※27日に県大会の総合開会式が行われる。（博多の森陸上競技場）

Ｒ４.４月現在 

日 程 

  

種 目 

７月 

会   場 ９ 10 16 17 18 21 22 23 24 

土 日 土 日 月 火 水 木 金 

陸上競技     ○ ○ 予       嘉穂陸上競技場 

水泳競技 ○             筑豊緑地プール 

サッカー   ○ ○ 予  ○ 予  健康の森グラウンド 筑豊緑地 

体操競技  ○        九州国際大学付属高校第３体育館 

新体操      ○         折尾愛真高等学校（北九州と合同開催） 

卓球 ○    ○         岡垣サンリーアイ  

剣道           ○    岡垣サンリーアイ 

柔道   ○ ○        岡垣町民武道館 

バレーボール     ○ ○ 

 

  

  

 

【女子】桂川総合体育館 宮若東中学校 

【男子】嘉穂総合運動公園体育館 

    田川市総合体育館 

バスケットボール           ○ ○ 田川市総合体育館 

軟式野球   ○ ○ 予 ○ 予 予  
田川市民球場 猪位金球場 中泉球場 

仰木彬記念球場 金田球場 大任球場 

ソフトテニス     ○ ○ 予      西部運動公園 

バドミントン        ○  ○    芦屋総合体育館  

相撲        ○     川崎町民運動公園内相撲場 

ソフトボール             桂川総合グラウンド 

駅伝競走   １０月２９日（土） 直方水辺館前河川敷前 



嘉麻・嘉穂・飯塚地区中学校新人体育大会 

期日 種目 会場 

８月１０日（水） 水泳 決勝 飯塚市健康の森公園市民プール 

９月１７日（土） 
陸上競技 決勝 嘉穂総合運動公園陸上競技場 

相撲 決勝 嘉穂総合高校 or飯塚第一中学校 

９月２４日（土） 軟式野球 予選 筑穂野球場 穂波野球場 稲築野球場 

９月２５日（日） 軟式野球 準決勝 庄内野球場 稲築野球場 頴田野球場 

１０月 １日（土） 

ソフトテニス 男女団体決勝 飯塚市市民運動公園 テニスコート 

サッカー 予選 伊岐須小学校・二瀬中学校 

卓球 男子団体決勝 桂川総合体育館 

ソフトボール 決勝 桂川町総合運動公園グラウンド 

軟式野球 決勝 穂波野球場 庄内野球場 稲築野球場 

１０月 ２日（日） 

ソフトテニス 男女個人決勝 飯塚市市民運動公園 テニスコート 

サッカー 決勝 伊岐須小学校・二瀬中学校 

卓球 女子団体決勝 桂川総合体育館 

剣道 飯塚日新館中学校 

柔道 決勝 稲築武道館 

１０月１５日（土） 
バレーボール 男子予選 未定 

バレーボール 女子予選 未定 

１０月１６日（日） バレーボール 男女決勝 未定 

１０月２９日（土） バスケットボール 女子予選 未定 

１０月３０日（日） バスケットボール 男子予選 未定 

１１月 ６日（日） バスケットボール 男女決勝 未定 

１月１５日（日） 駅伝競走 決勝 嘉穂総合運動公園陸上競技場 

 
４ 完全下校時間 

平日（4，5，9，10，3月）19：00 
平日（6，7月）     19：30 
平日（Ⅰ1，12，1，2月） 18：30 
休日及び長期休業期間   17：00   

 
５ 共通の休養日 
（１）定期考査期間 
 
・ 6 月 1日～9日（1学期期末考査 6月 8日～10日） 9日間 
・ 9 月 16日～20日（2学期中間考査 9月 21日）  5日間 
・ 11月 9日～17日（2学期期末考査 11月 16日～18日） 9日間 
・ 2月 7日～15日（学年末交差 2月 14日～16日）  9日間 

計 32日間 
（２）その他 
・ 4月 1日 
・ 入学式、体育会（１日間開催）、卒業式前日  4日間 
・ 8月 12日、15日（学校閉庁日）   2日間 
・ 12月 29日～1月 3日（学校閉庁日）   6日間 

計 12日間 
・ 毎週 月曜日 
・ 週末 どちらか 1日は休養日     計約 90日 
 
                                                               総計 134日間 


