
 

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

志をもって意欲的に学び、豊かな心でたくましく生きる児童生徒（かいたっ子）の育成 
か：かしこい子 い：いたわりのある子 た：たくましい子 

 
２ 運動部活動の方針 

・部活動を通して、目標を持ち、主体的に取り組む生徒の育成 
・マナー、ルールを守り、誰にでもあいさつができる部活動生の育成 

 
３ 運動部活動公式戦年間計画 
（１）中体連関係 

嘉麻・嘉穂・飯塚地区中学校総合体育大会 予選 （４月現在） 
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 

６月 12日（日） 陸上競技 予備日 嘉穂総合運動公園 陸上競技場 

６月 26日（日） 軟式野球 1日目 穂波野球場・筑穂野球場・稲築野球場 

７月２日（土） 
軟式野球 2日目 穂波野球場・庄内野球場・稲築野球場 

バレーボール 予選 飯塚市体育館(女) 
ソフトテニス 男女団体決勝 飯塚市民運動公園 テニスコート 

７月３日（日） 
軟式野球 準決 稲築野球場・穂波野球場・庄内野球場 
バレーボール決勝 飯塚市体育館 

ソフトテニス 男女個人決勝 飯塚市民運動公園 テニスコート 

７月９日（土） 
軟式野球 決勝 頴田野球場・山野球場・庄内野球場 

ソフトテニス 予備日 飯塚市民運動公園 テニスコート 

７月 10日（日） 
軟式野球 予備日 碓井野球場・頴田野球場・稲築野球場 

バスケットボール 予選 中学校体育館 
７月 17日（日） バスケットボール 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 
10月 9日（日） 駅伝競走 予備日 嘉穂総合運動公園 陸上競技場 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

日　程 会　　　場

16 17 18 21 22 23 24 27 28

種　目 土 日 月 木 金 土 日 水 木

陸上競技 〇 〇 嘉穂総合運動公園　陸上競技場

桂川総合体育館

宮若東中学校

バスケットボール 〇 〇 田川市総合体育館

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（田川地区)

ソフトテニス 〇 〇 直方市西部運動公園　テニスコート

駅伝競走 直方市水辺館河川敷前

〇

予

令和4年度　筑豊地区中学校総合体育大会日程

予
備
日

〇

軟式野球 〇 〇 〇 予

１０月２９日（土)

〇バレーボール 〇

７ 月 

（４月現在） 



 

 
嘉麻・嘉穂・飯塚地区中学校新人体育大会 （４月現在） 

期日 種目 会場 
 ９月１７日（土） 陸上競技 嘉穂総合運動公園 陸上競技場 
 ９月１８日（日） 陸上競技 予備日 嘉穂総合運動公園 陸上競技場 
 ９月２４日（土） 軟式野球 １日目 筑穂野球場・穂波野球場・稲築野球場 
 ９月２５日（日） 軟式野球 ２日目 筑穂野球場・稲築野球場・頴田野球場 

１０月 １日（土） 
軟式野球 決勝 穂波野球場・庄内野球場・稲築野球場 

ソフトテニス 男女団体決勝 飯塚市民公園 テニスコート 

１０月 ２日（日） 
ソフトテニス 男女個人決勝 飯塚市民公園 テニスコート 

軟式野球 予備日１ 頴田野球場・稲築野球場・山野野球場 
１０月 ８日（土） ソフトテニス 予備日 飯塚市民公園 テニスコート 
１０月 ９日（日） 軟式野球 予備日２ 頴田野球場・庄内野球場・碓井野球場 
１０月１５日（土） バレーボール 予選 嘉飯地区各中学校 
１０月１６日（日） バレーボール 決勝 嘉飯地区各中学校 
１０月３０日（日） バスケットボール 男子予選 嘉飯地区各中学校 
１１月 ６日（日） バスケットボール 男女決勝 嘉飯地区各中学校 
 1月１５日（日） 駅伝競走 決勝 嘉穂総合運動公園陸上競技場 
 1月２１日（土） 駅伝競走 予備日 嘉穂総合運動公園陸上競技場 

 
４ 完全下校時間 

新型コロナウィルス再発防止の観点、働き方改革の観点から平日は２時間半程度の練習を推奨さ
れていることを踏まえ、平日練習は、帰りの会終了後から２時間半の時間で終礼をして下校させる。 
 

４月 ～ 嘉麻・嘉穂・飯塚地区新人体育大会  最大１９：００ 
嘉麻・嘉穂・飯塚地区新人体育大会 ～ ３月  最大１８：３０ 

 

 

５ 共通の休養日 
（１）定期考査期間  

試験休み期間 期末考査 休み日数 

６月 8日（水）～16日（木） １学期期末考査 ６月 15日（水）～17日（金）  9日 

９月 13日（金）～19日（木） ２学期中間考査 ９月 20日（火）  ７日 

11月 4日（金）～14日（木） ２学期期末考査 11月 11日（水）～15日（金）  11日 

２月 8日（水）～16日（木） 学年末考査   ２月 15日（水）～17日（金）  ９日 

合計  ３６日 

 

（２）その他 

休み期間 休む内容 休み日数 

４月 7日（木） ～ 8日（金） 入学式  ２日 

５月 19日（木）～ 20日（金） 体育会  ２日 

３月９日（木） 卒業式前日  １日 

８月 12日（金）～16日（火） 学校閉庁日  ５日 

12月 29日（木）～１月３日（火） 学校閉庁日  ６日 

毎週木曜日 平日ノー部活動ディ ４５日 

土日どちらか 休養日 ４５日 

合計 １０６日 

 

部活動の休み合計日数(１)＋(２) １４２日 

 


