
期　　　日 筑前地区関係事業名 県・九州総体関係事業名 会　　　場 内　　　　　容

４月２５日（火） 事務局会 大利中学校 第１回理事長会原案作成（事業計画・予算等）

４月２６日（水） 第１回理事長会 アクシオン福岡 平成２９年度筑前地区組織作り、事業計画検討、負担金について

５月１７日（水） 事務局会 大利中学校 第１回理事会・第１回拡大実行委員会・第１回九州バスケ実行委員会原案作成

５月１８日（木） 第１回理事会
第１回実行委員会
第1回筑前九州バスケ実行委員会

第１回拡大実行委員会
アクシオン福岡

県理事会報告、平成２９年度筑前地区総体主管・会場確認
九州バスケットボール大会運営について

５月２３日（火） 事務局会 大利中学校 第２回理事会・第１回専門部長会・第２回拡大実行委員会原案作成

第２回理事会 第４６回夏季大会・第３４回新人大会について

第１回専門部長会 第４６回夏季大会・第３４回新人大会の持ち方について

第１回研究部会 年間計画・活動内容の確認、機関誌編集について

５月２９日（月） 事務局会 大利中学校 第３回理事会・第１回評議員会・第１回専門部会・第１回競技専門実行委員会原案作成

第３回理事会 平成２９年度第１回評議員会・専門部会議案審議

第１回評議員会 平成２９年度事業・予算・役員の承認

第１回専門部会 平成２９年度第４６回夏季総合大会大会要項の審議作成

６月　７日（水） 事務局会 大利中学校 第４回理事会原案作成、大会要項について

６月　９日（金） 第４回理事会 アクシオン福岡 地区大会準備状況の連絡・確認、地区総体会長・理事確認、当面の課題について

６月１３日（火） 事務局会 大利中学校 第４６回夏季大会要項印刷・とじ合わせ、九州バスケ実行委員会原案作成

６月１４日（水） 第2回県九州バスケ実行委員会 第2回県九州バスケ実行委員会 アクシオン福岡 平成29年度九州バスケットボール大会運営について（県中体連主催）

６月１６日（金） 第２回理事長会 アクシオン福岡 第４６回夏季大会要項最終確認、配布

６月２１日（水） 事務局会 大利中学校 第２回九州バスケ実行委員会原案作成

６月２２日（木） 第２回筑前九州バスケ実行委員会 第２回筑前九州バスケ実行委員会 アクシオン福岡 九州バスケットボール大会運営について

７月　３日（月） 事務局会 大利中学校 第５回理事会・第３回拡大実行委員会、第３回九州バスケ実行委員会原案作成

７月　４日（火） 第５回理事会
第４回実行委員会
第３回筑前九州バスケ実行委員会

第３回拡大実行委員会
アクシオン福岡

賞状・予算など配布確認、県総体メンバー表提出について
九州バスケットボール大会運営について

７月１５日（土） 第４６回筑前地区夏季総合体育大会 県立総合プール、福岡武道館 水泳競技、柔道

７月１６日（日） 第４６回筑前地区夏季総合体育大会 二日市中学校 体操競技

７月２１日（金） 陸上競技・軟式野球・ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ・ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ・テニス

７月２２日（土） ｻｯｶｰ･卓球･剣道･ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ･ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ･軟式野球･ｿﾌﾄﾃﾆｽ･ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ･ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ

７月２３日（日） ｻｯｶｰ･ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ･ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ･軟式野球(予)･ｿﾌﾄﾃﾆｽ(予)･ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ･ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ(予)

７月２４日（月） ｻｯｶｰ(予)･ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ･相撲･テニス     　25日(火)新体操・テニス予備日

７月２４日（月） 第６回理事会 大利中学校 ＊県大会申し込み受付（専門部長）                           

７月２５日（火） 第３回理事長会 大利中学校 ＊県大会申し込み受付（専門部長）、県総体最終確認、県総体申込（東映ホテル）～２６日（水）

７月２７日（木）

８月　１日（火）

８月　３日（木） 筑前九州バスケ準備会 筑前九州バスケ準備会 春日東中学校 平成29年度九州バスケットボール大会運営について　プログラム作成等

８月　４日（金） 筑前九州バスケ準備会 筑前九州バスケ準備会 春日東中学校 平成29年度九州バスケットボール大会運営について　プログラム作成等

８月　７日（月） 九州バスケ　前日準備 九州バスケ前日準備
春日市総合スポーツセンター
福岡市民体育館

平成29年度九州バスケットボール大会運営について　前日会場準備　最終確認

８月　８日（火）
平成29年度九州バスケットボール大会 平成29年度九州バスケットボール大会

春日市総合スポーツセンタ－
平成29年度九州バスケットボール大会

水泳競技（福岡市立西市民プール）7/27・28
サッカー（春日公園球技場､梅林ｱｽﾚﾁｯｸ公園､宇美町総合G､若杉の森）7/28・29・予30
バスケットボール（春日市総合SC､福岡市民体育館､日本経済大学､福岡工業大学）7/29・30
剣道（大野城市総合体育館）　8/1・8/2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上筑前主管

第６９回
福岡県総合体育大会
　　　　　（７／２７～８／２）

各会場

各会場第４６回
筑前地区夏季総合体育大会

第４回拡大実行委員会
第２回競技専門委員会
（各会場にて）

　　　　　　　　平成２９年度　筑前地区中学校体育連盟　事業計画　(案)　　　　　平成29年3月3日

５月２４日（水）

５月３０日（火）

アクシオン福岡

アクシオン福岡
第３回実行委員会
第１回競技専門委員会

第２回実行委員会
第２回拡大実行委員会

８月　８日（火）
～１０日（木）

平成29年度九州バスケットボール大会 平成29年度九州バスケットボール大会
春日市総合スポーツセンタ－
福岡市民体育館

平成29年度九州バスケットボール大会

８月２２日（火） 新人大会 県立総合プール 水泳競技

８月２４日（木） 事務局会 大利中学校 第４回理事長会原案作成

８月２５日（金） 第４回理事長会 アクシオン福岡 新人大会における複数校合同チーム申請について

９月　５日（火） 事務局会 大利中学校 第７回理事会・第２回専門部長会原案作成

第７回理事会 第３４回新人大会日程・会場・内容審議、県総体・筑前地区総体反省

第２回専門部長会 第３４回筑前地区新人大会について

第２回研究部会 平成２９年度機関誌編集

９月２３日（土） 新人大会 博多の森陸上競技場 陸上競技

９月２５日（月） 事務局会 大利中学校 第８回理事会・第２回専門部会・第５回拡大実行委員会原案作成

第８回理事会 第３４回新人大会の持ち方・日程・予算・会場について

第２回専門部会 新人大会要項審議・作成、来年度の主管について

１０月　４日（水） 事務局会 大利中学校 第９回理事会原案作成

１０月　５日（木） 第９回理事会 アクシオン福岡 新人大会最終確認・大会要項確認

１０月　８日（日） 新人大会 福岡大学第二記念会堂 体操競技

１０月１０日（火） 事務局会 大利中学校 第３４回新人大会要項印刷・とじ合わせ

　１０月１１日（水） 第５回理事長会 博多の森周回コース 新人大会要項最終確認、配布

１０月１１日（水） 筑前地区駅伝大会 博多の森周回コース 筑前地区駅伝競走大会役員

１０月２１日（土） 新人大会 各区会場 新体操（那珂川町民体育館）、ソフトボール（志摩中学校）

１０月２２日（日） 新人大会 志摩中学校 ソフトボール（予）

１０月２８日（土） 新人大会 各区会場 軟式野球(カブト､原の前､若杉の森各野球場)･ソフトテニス(男：粕屋東中､女：須恵町民)

１０月２９日（日） 新人大会 各区会場 軟式野球（予）

１１月　４日（土） 新人大会 各区会場 ソフトテニス（予）

１１月１１日（土） 新人大会 各区会場 サッカー（ふれあいの森総合公園）、剣道（大利中学校）、柔道（福岡武道館）

１１月１２日（日） 新人大会 ふれあいの森総合公園 サッカー（予）

１１月１８日（土） 新人大会 粕屋中学校 ハンドボール

１１月２５日（土） 新人大会 宗像市民体育館 卓球

１２月　４日（月） 事務局会 大利中学校 第１０回理事会原案作成

１２月　５日（火） 第１０回理事会 アクシオン福岡 平成３０年度総体・新人大会・予算について、平成３０年度県総体に向けて

１２月１０日（日） 新人大会 男：大野城市総合体育館・女：春日中 バレーボール

１２月１７日（日） 新人大会 筑紫野市農業者トレーニングセンター バドミントン

１月１３日（土） 新人大会 博多の森周回コース 筑前地区新人駅伝競走大会役員　　　バスケットボール（男：志摩中・女：二丈中）

１月２９日（月） 事務局会 大利中学校 第６回理事長会原案作成

１月３０日（火） 第６回理事長会 アクシオン福岡 平成３０年度事業計画案作成

２月　８日（木） 事務局会 大利中学校 第１１回理事会・第１回新拡大実行委員会原案作成、平成２９年度事業報告準備

２月　９日（金） 第１１回理事会
第６回実行委員会
第１回新拡大実行委員会

アクシオン福岡
新人大会結果・反省、平成２９年度事業報告・決算報告審議、平成３０年度事業計画（案）
平成３０年度大会会場、日程（案）、平成３０年度県総体に向けて

２月１３日（火） 事務局会 大利中学校 平成２９年度会計監査準備

２月１４日（水） 監事会 アクシオン福岡 平成２９年度会計監査

２月２６日（月） 事務局会 大利中学校 第１２回理事会・第２回評議員会原案作成

第１２回理事会 平成２９年度評議員会要項審議

第２回評議員会 平成２９年度事業報告・決算報告の審議と承認２月２７日（火） アクシオン福岡

アクシオン福岡

９月２６日（火） アクシオン福岡

９月　６日（水）

第５回実行委員会
第５回拡大実行委員会

第２回評議員会 平成２９年度事業報告・決算報告の審議と承認

第３回研究部会 平成２９年度機関誌（会報）発行

３月２６日（月） 事務局会 大利中学校 平成２９年度事務整理、平成３０年度事業計画原案作成

３月２７日（火） 事務局会 糸島区 平成２９年度事務整理　　　事務引き継ぎ

※２９年度は、新旧理事会を６月１６日（金）に開催します。

２月２７日（火） アクシオン福岡


