
月　 日  曜 行　　　　事 場　　所　（予定） 時間 内　　　　　容

４月　８日 水  第１回事務局・常任理事会 読谷中学校　体育館 15:00  理事会、評議委員会の確認、準備

 第１回理事会 〃 15:30  年間事業計画の確認、中体連人事案の確認　その他

 第１回評議員会 〃 16:00  年間事業計画、予算案の確認・承認、中体連人事案の確認・承認　等

     １０日 金  第１回専門部長会 具志川中　体育館 15:30  大会要項   大会場調整　抽選日・会場調整

    １５日 水  第１回総体運営委員会 各中学校（書面会議）  新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大に伴う事業計画の見直し、地区総体の見直し

５月１２日 火  第２回総体運営委員会 各中学校（書面会議） 15:30  大会要項 会場決定 抽選会日確認 各専門部の要項確認

１３日 水  第２回専門部長会 読谷中学校　体育館 15:30  大会要項変更   大会場再調整　抽選日・会場再調整

２３日 日 ＊地区総体先行開催（相撲）　＊中止 中部農林高等学校 相撲場（予） 9:00  第４０回　中頭地区中学校相撲競技大会

２７日 水  臨時事務局部会 美里中学校 ミーティング室 15:30  地区総体、地区陸上、地区駅伝について　臨時評議員会について

６月　９日 金  第二回評議員会 中頭教育事務所　会議室 15:30  地区総体、地区陸上、地区駅伝について

１７日 水  臨時専門部長会 しんきんスタジアム　会議室 15:30  大会要項 会場決定 抽選会日 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ確認　各専門部の要項確認

７月　１日 水  第３回総体運営委員会 沖市営陸上競技場　会議室 15:30  大会要項 会場決定 抽選会日 ガイドライン確認　　会報確認

１５日 水  第４回総体運営委員会 沖市営陸上競技場　会議室 15:30  大会組み合わせ確認　ガイドライン最終確認

２３日 木  第４７回総合体育大会 各会場  大会１日目

２４日 金 　　　　　　　〃 〃  大会２日目

２５日 土 　　　　　　　〃 〃  大会３日目

２６日 日 　　　　　　　〃 〃  大会４日目

８月　1日 土  第４７回総合体育大会 各会場  大会５日目

２日 日 　　　　　　　〃 〃  大会６日目

     ８日 土 　　　　　　　〃 〃  大会７日目

     ９日 日 　　　　　　　〃 〃  大会８日目

     １０日 月 　　　　　　　〃 〃  大会９日目

１５日 土 　　　　　　　〃 県総合運動公園　体育館  大会１０日目　（体操・新体操　競技）

１６日 日 　　　　　　　〃 県総合運動公園　体育館  大会１１日目　（体操・新体操　競技）

１９日 水  総体反省会 沖縄市陸上競技場会議室 15:30  地区総体の反省、地区駅伝について　

９月１６日 水  第１回駅伝運営委員会 沖縄市陸上競技場会議室（予） 15:30  駅伝役員・選手名簿配布

１０月　７日 水  駅伝監督会 沖縄市陸上競技場会議室（予） 15:30  役員・選手名簿提出

９日 金  第２回事務局・常任理事・駅伝専門部会 与那城陸上競技場（予） 15:00  中継所用看板等の設置、看板、貼り紙等の設置、挨拶回り

２１日 水  第３回理事会（駅伝監督会）　 コザしんきんドーム　会議室（予) 14:30  オーダー提出・駅伝大会要項配布・最終確認

 第５回常任理事会　 〃 〃  打ち合わせ

 駅伝開会式 コザしんきんドーム 16:00  校長・男女駅伝登録選手参加

２３日 金  第６回常任理事会 与那城陸上競技場 15:00  カラ－コ－ン及びおもしの準備

２４日 土  地区駅伝競走大会 与那城陸上競技場 9:00  男子第４４回　女子３４回駅伝大会

２６日 月 第７回常任理事会 与那城陸上競技場 15:30  カラーコーン返却・お礼状配布

２８日 水  第４回理事会・駅伝反省 沖縄市陸上競技場会議室（予） 15:00  駅伝反省

 第３回専門部長会 〃 16:00  会場決算報告について(競技力向上)・優秀選手選出・次年度計画

３１日 土  地区駅伝大会　予備日 与那城陸上競技場周辺（予） 9:00  駅伝競走大会　予備日

１１月１８日 水  第８回常任理事会 未定 15:30  次年度行事・役員について・資金造成事業について

１２月 ２日 水  第３回事務局部会 沖縄市陸上競技場会議室（予） 15:30  次年度行事・役員について・資金造成事業について

９日 水  行事委員会 沖縄市武道館会議室（予） 15:30  事業反省・次年度事業

１月１３日 水  第５回理事会・第４回専門部長会 沖縄市陸上競技場会議室（予） 15:30  合同研・資金造成事業・年計・役員についての協力依頼

１月２７日 水  第９回常任理事会 沖縄市陸上競技場会議室（予） 15:30  評議員会資料確認、予備監査

２月１０日 水  第４回事務局部会 未定 15:30  監査及び次年度役員依頼

２月１７日 水  中体連・中体研合同研修会 中頭教育事務所　会議室（予） 15:30  研修会報告等

 第２回評議委員会 〃 16:00  事業・決算報告・次年度事業

２月２６日 金 中頭地区中体連　納会 北谷商工会議所（予） 18:30 各専門部大会結果報告、事務局事業反省

７月２１日 火 県体育大会 総合開会式　＊中止 県総合運動公園レクドーム 16:00

２２～２６日 県総合体育大会　＊中止 各会場　（剣道：宮古、バスケ：八重山） ＊サッカー、野球 決勝２６日

７月２１日 火 野球開会式　＊中止

１０月１７日 土 県陸上競技大会　＊中止 タピック県総ひやごんスタジアム 　那覇・島尻地区担当

１１月１４日 土 県駅伝競走大会 与那城陸上競技場周辺・海中道路 　中頭地区担当

８月６～８日 ソフトボール　　＊中止 読谷村運動広場他・嘉手納ソフトボール場他 　中頭地区担当

８月７～９日 柔　道　　＊中止 沖縄県立武道館 　那覇地区担当

令和２年度　中頭地区中学校体育連盟事業計画　【　R2.7.7 版　】　

県大会

九州大会

※①　昨年度より沖縄市コザ運動公園体育施設の管理会社が変更となり、会議室の年間予約ができなくなりました。場所の変更が予想されます。ご了承ください。
　②　ＴＯＫＹＯ２０２０の関係で、会場が変更になる場合もあります。


