
 

 

平成３１年度（令和元年度）福岡県立八幡工業高等学校 運動部活動の活動方針及び活動計画 

 
１ 学校の教育目標 

・敬愛の意識を持つ八工生の育成 
・わかる授業づくり 
・地域に貢献する産業人の育成 
・地域に開かれた魅力ある学校づくり 

 
２ 運動部活動の方針 

・体力や運動技能の向上を図るとともに、生涯にわたって豊かなスポーツライフを実現
させるための素養を身に付ける。 

・同級生や異年齢との活動の中で、生徒同士や生徒と教師等との好ましい人間関係の構
築を図る。 

・自立的、協働的な活動の中で、学習意欲の向上や自己肯定感、責任感、連帯感の涵養を
図る。 

 
３ 運動部活動公式戦年間計画 
（１）高体連関係 
 ア 北部ブロック予選  平成３１年４月１日現在（予定） 

 主催大会 
共催大会 

全九州大会予選 全国総体予選 新人大会 

陸上 5/10・11・12 

本城陸上競技場 

9/7・8 

鞘ヶ谷陸上競技場 

6/22・23 

本城陸上競技場 

バスケットボール 4/20・21・28・29、5/11・12 

八幡・若松・戸畑地区 

12/7・8・14・15、1/11・12 

小倉・門司・京築地区 

6/8・9・15 

未定 

バレーボール 4/20・21・28 

門司・小倉地区 

11/30、12/1・7・8 

未定 

未定 

卓球 4/27・28・29 

中間市体育文化センター 

10/19・20 

中間市体育文化センター 

 

サッカー 4/13・14・20・21・27・28、5/3・4 

各学校 

12/7・8・14・15・21・22・28 

1/11・12  各学校 

 

バドミントン 4/27・28(個人) 

西日本工業大学・小倉西高 

5/11・12(団体) 

中間市文化センター 

浅生スポーツセンター 

10/19・20(個人) 

京都高・西日本工業大学 

11/2・3(団体) 

浅生スポーツセンター 

 

柔道 5/18・19(若松武道場) 10/12・13(若松武道場) 選手権大会 1/11・12(未定) 

剣道 【北部・筑豊大会】 

5/18(個人)19(団体) 

田川総合体育館 

【北部・筑豊大会】 

11/2(個人)3(団体) 

九州国際大学体育館 

 

弓道  4/21(個人)5/21(団体) 

浅生スポーツセンター弓道場 

10/13 浅生スポーツセンター

弓道場（未定） 

 

テニス 【北部・筑豊大会】 

4/20・21・27・28・29、5/3 

三萩野庭球場、桃園庭球場 

県営筑豊緑地テニス場 

筑豊ハイツテニスコート 

【北部・筑豊大会】 

9/7・8・14・15・16・23 

県営筑豊緑地テニス場 

筑豊ハイツテニスコート 

 

空手道 【北部・筑豊大会】 

5/11・12 鞍手高校 

【北部・筑豊大会】 

9/14・15 北九州高専 

 



 

 

  
イ 県予選  平成３１年４月１日現在（予定） 

 主催大会 
共催大会 

全九州大会予選 全国総体予選 新人大会 

陸上 5/24・25・26 

博多の森陸上競技場 

9/22・23 

博多の森陸上競技場 

国体最終選考会兼学年別対抗

選手権大会 

7/6・7 博多の森陸上競技場 

水泳（競泳） 6/8・9 

西市民プール 

8/31、9/1 

西市民プール 

春季選抜選手権 

5/18・19 西市民プール 

バスケットボー

ル 

5/25・26、6/1/2 

北部・筑豊ブロック各学校 

2/1・2・8・9 

中部・南部ブロック各学校 

全国高等学校選手権予選 

6/8～11/2（予定） 

アクシオン福岡 他 

バレーボール 5/25・26 南部地区（予定） 

6/2 桂川町総合体育館（予定） 

1/18・19 北部地区（予定） 全日本高等学校選手権予選 

11/2・3・16  

福岡市民体育 他 

卓球 5/18・19 中間市体育文化センター 

5/25・26 飯塚市飯塚第一体育館 

11/9・10 

飯塚市飯塚第一体育館 

全国選抜卓球(個人)県予選

1/25 飯塚市飯塚第一体育館 

サッカー （男）5/11・12・18・19・25・26、

6/1・2 各学校 

 

（男）1/18・19・25・26、  

2/1・2 各学校 

 

全国高等学校選手権県予選 

(男）7/20～26、10/19～11/17 

福岡フットボールセンター  

バドミントン 5/25・26（団体）みづま総合体育館

6/1・2（個人）北九州市総合体育館 

11/9・10（個人）  

みづま総合体育館 

11/16・17（団体） 

若松体育館（未定） 

 

柔道 6/1・2 福岡武道館 10/26・27 福岡武道館 選手権大会県予選 

1/25・26 福岡武道館 

剣道 6/1・2 福岡市総合体育館 11/30,12/1 行橋市民体育館 全国選抜大会県予選 

1/11・12 久留米アリーナ 

弓道 4/28・29、5/18・19 

博多の森弓道場（未定） 

10/19・20 

博多の森弓道場（未定） 

全 国 選 抜 優 勝 大 会 県 予 選

11/16・17 

博多の森弓道場（未定） 

テニス 5/18・19 博多の森テニス競技場

5/25・26 筑豊緑地・筑豊ハイツ

（予備日 6/1・2） 

10/5・6（予備日 10/12） 

大牟田緑地公園、諏訪公園、

筑後広域公園 

 

空手道 5/25・26 

篠栗町合併 50 周年記念体育館 

10/12・13 

真颯館高校（未定） 

 

ボート 5/25・26 遠賀川ボート場 

6/8・9 河内貯水池ボート場 

10/19・20 

河内貯水池ボート場 

 

 
（２）高野連関係 

 春季大会 北九州地区大会 選手権予選 北九州地区新人戦 秋季大会 １年生大会 

3/21～ 
北九州市民球場他 

4/13～ 
北九州市民球場他 

7/6～ 
北九州市民球場他 

８月初旬～ 
北九州市民球場他 

8/31～ 
北九州市民球場他 

１０月初旬 

学校グラウンド 

 
 

４ 完全下校時間 
 ・平日          ２０：００ 
 ・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（考査開始日１週間前から考査最終日の前日まで活動休止） 
 ・ ５月 ９日～２０日 （１学期中間考査５月１６日～２１日）   １２日間 
 ・ ６月２１日～７月２日（１学期期末考査６月２８日～７月３日）  １２日間 
・ ９月２５日～１０月６日（２学期中間考査１０月２日～７日）   １２日間 

 ・１１月１３日～２４日 （２学期期末考査１１月２０日～２５日）  １２日間 
 ・ ２月 ６日～１７日 （学年末考査２月１３日～１８日）     １２日間 
 計６０日間 
（２）その他 
 ・ ８月１３日～８月１５日（学校閉庁日）              ３日間 
 ・１１月２５日（職員研修）                     １日間 
 ・１２月２９日～１月 ３日（年末年始休養日）            ６日間 
・  ３月未定 （学力検査準備・学力検査日）             ２日間 

                                 計１２日間 
 

※上記期間中でも公式戦や部の行事（ＯＢ会や初稽古会等）により活動日となることが
あります。その際は顧問から生徒を通じて保護者にご連絡いたします。 

 
 
６ 各運動部の活動計画 
   現在、運動部ごとに作成した月間（４ヶ月）計画を別途ホームページに掲載する準備

をしています。 
  ※計画は変更することもありますので、その際は顧問から生徒を通じて保護者にご連

絡いたします。 


