
新人大会
9/10・11

新宝満テニスコート/筑後広域公園テニスコート

4/23　　5/5・7 10/29・30

久留米アリーナ みづま総合体育館

バレーボール 12/3・4・10・11 10/2

男子 未定 未定

バレーボール 12/3・4・10・11

女子 未定

バスケットボール 12/11・17・18・24・25 選手権大会南部ブロック予選

男子 各学校 6/11･12･18・19

バスケットボール 12/11・17・18・24・25 選手権大会南部ブロック予選

女子 各学校・筑後広域公園体育館 各学校 6/11･12･18・19

4/29 5/14・15 10/29・30

みづま総合体育館・個人戦 みづま総合体育館・団体戦 筑後広域体育館

10/15・16

久留米アリーナ

4/16・17 5/8 9/24・25

八女市弓道場 八女市弓道場 久留米アリーナ

12/3・4・10・11・17・18

三潴高校、各学校

9/3・4

久留米陸上競技場

新人大会
5/28・29 6/4 11/5・6 ハイスクールジャパンカップ予選兼国体１次予選
今津運動公園/新宝満川テニスコート 新宝満川/名島運動公園テニスコート 4/16・17 今津運動公園テニスコート

5/21・22 5/28・29 11/12・13　　　　　11/20 全国選抜卓球（個人） 県予選　　1/21

中間市体育文化センター 久留米アリーナ 中間　　　　　　　　飯塚 飯塚市飯塚第一体育館

バレーボール 5/21・22 5/29 1/21・22

男      子 南部地区 未定 北部地区 10/29・30　11/12 未定

バレーボール 5/21・22 5/29 1/21・22

女      子 南部地区 未定 北部地区 10/29・30　11/12 未定

バスケットボール 5/22・28・29　6/4・5 1/28・29　2/4・5･11･12

男      子 北部・筑豊ブロック各学校 中部・南部ブロック各学校 アクシオン福岡他　　7/9～11/3

バスケットボール 5/22・28・29　6/4・5 1/28・29　2/4・5･11･12

女      子 北部・筑豊ブロック各学校 中部・南部ブロック各学校 アクシオン福岡他　　7/9～11/3

5/28・29・30 11/12・13 1/14・15全国選抜予選 玉竜旗高校剣道大会7/24～29

福岡市総合体育館 久留米アリーナ 久留米アリーナ 福岡市総合体育館

5/28・29 10/29・30 1/28・29

福岡武道館 福岡武道館 福岡武道館

4/23・24 5/14・15 9/24・25 11/12・13（選抜大会）

八女市弓道場 八女市弓道場 博多の森弓道場 博多の森弓道場

1/14・15・21・22・28・29　 7/23～29、10/8～10/13

未定 福岡フットボールセンター他

4/23 4/29  5/1

うきはアリーナ

各学校

5/13・14・15

久留米陸上競技場

4/16・17・23・24・29・30、5/7・8

三潴高校

6/25・26

久留米陸上競技場

1/14・15

久留米アリーナ

1/8（新春弓道大会）

久留米アリーナ

4/29･30･  5/3･4･7･8

各学校・筑後広域公園体育館 

4/24・30・5/1

うきはアリーナ

ブロック予選実施せず。

5/14・15

久留米アリーナ

ア　南部ブロック予選

イ　県予選

共催大会
全九州・全国大会予選

剣　道 

柔　道 

弓　道 

サッカー

水　泳 

卓　球 

ハンドボール

主催大会

・部活動をとおして心身を錬磨し、社会貢献のできる生徒を育成する。
・部活動をとおして生徒の主体性を育て、自ら行動できる生徒を育成する。
・部活動をとおして、協働して一つの目標に向かうことができる生徒を育成する。
・部活動をとおしてリーダーを育成し、学校の活性化に寄与する生徒を育成する。

３　運動部活動公式戦年間計画

陸　上 

ソフトテニス

弓　道 

サッカー

ソフトテニス

剣　道 

柔　道 

卓　球 

令和4年度　福岡県立朝倉高等学校　運動部活動の活動方針および活動計画

１　学校の教育目標
校訓「聡明・自立・敬愛」を拠り所とし、一人一人が自己実現を果たすとともに、国家・社会の発展に寄与
する人材を育成する。

２　運動部活動の方針

（１）高体連関係

福岡県南部ブロック高校1・2年生大会

8/20・21    大牟田港緑地運動公園/筑後広域公園テニスコート

4/30 5/3・4

新宝満テニスコート/筑後広域公園テニスコート

4/29･30･  5/3･4･7･8

ブロック予選実施せず。

7月中旬～

全国高等学校バスケット選手権大会

全国高等学校バスケット選手権大会

全日本バレーボール高等学校選手権大会県予選

全日本バレーボール高等学校選手権大会県予選

主催大会
共催大会

全九州・全国大会予選

5/14・15・21・22・28・29　6/4・5

福岡フットボールセンター他



8/27・28福岡県高等学校新人選手権水泳競技大会 5/21・22福岡県高等学校春季選抜選手権水泳競技大会 5/29北九州OPEN水泳大会

桃園市民プール 桃園市民プール 桃園市民プール 桃園市民プール

5/27・28・29 9/17・18 7/2・3

博多の森陸上競技場 博多の森陸上競技場 博多の森陸上競技場

5/14・15・21・22・28・29 12/3・4・10・11・17・89 11/3・5・6・12・13 FHBAカップ

筑後広域公園体育館他 県内各高校

筑後地区大会 選手権予選 筑後地区新人大会 秋季大会 筑後地区１年生大会 春季大会
４月１０日～ ７月２日～ ８月１日～ ９月２日～ １０月８日～ ３月２０日～
各球場 各球場 各球場 各球場 各球場 各球場

5月22日 11月13日
希望が丘高等学校 常磐高等学校

・平日（年間）　　　　　　　　　　 　１９：００
・休日及び長期休業中　　　　　 　１７：００

9 日間
12 日間
9 日間

12 日間
12 日間

計 54 日

29 日

（３）その他
4 日間

・12月29日～1月3日（年末年始の休日） 6 日間
・3月6日～9日（学力検査（予定） 4 日間

計 14 日

顧問から生徒を通じて保護者に連絡します。

６　各運動部の活動計画
各運動部ごとに作成した月間計画を別途ホームページに掲載しております。
※計画に変更があ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連絡します。

※上記期間中でも公式戦や部の行事（ＯＢ会や初稽古等）により活動日となることがあります。その際は

（１）定期考査期間中
・5月11日～19日（1学期中間考査5月18日～20日）
・6月16日～6月27日（1学期期末考査6月23日～6月28日）
・9月27日～10月5日（2学期中間考査10月4日～6日）

・8月11日～14日（学校閉庁日）

・11月10日～21日（2学期期末考査11月17日～22日）
・2月2日～13日（3学期学年末考査2月9日～14日）

（２）平常授業期間の完全休養日
・各部活動、月、火、金のいずれか１日を完全休養日とし休養する。

（３）その他

総　合（少林寺拳法）

４　完全下校時間

５　共通の休養日

（２）高野連関係
ア　硬式野球

ハンドボール

水　泳 

陸　上 

6/4・5福岡県高等学校体育連盟総合体育大会水泳競技選手権大会


福岡市総合体育館,アクシオン福岡,早良体育館他



ハイスクールジャパンカップ予選兼国体１次予選


