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令和２年度会務及び事業報告 
 

Ⅰ 大会の開催 

1 県内大会 

(1) 令和２年度第 61回栃木県高等学校総合体育大会 

2種目 日光光徳牧場スキー場 他 12月～1月 総合開会式(中止) 

(2) 令和２年度第 58回栃木県高等学校定時制通信制総合体育大会 

実施せず 

(3) 令和２年度全国高等学校体育大会県予選会 

1種目 栃木県総合運動公園ラグビー場 他 10月～11月 

(4) 令和２年度栃木県定時制通信制秋季大会 

5種目 栃木県総合運動公園 他 10月～11月 

(5) 令和２年度栃木県高等学校新人大会 

31種目 栃木県総合運動公園 他 8月～2月 

(6) その他 

・駅伝競走大会  11/3  カンセキスタジアムとちぎで実施 

 

2 関東大会 

(1) 駅伝  11/21  カンセキスタジアムとちぎ 

 

Ⅱ 選手役員の派遣(人数は派遣選手数) 

1 関東高等学校体育大会 

関東各都県  3競技 98名 

 

2 全国高等学校体育大会(ライフル射撃、ダンスを含む) 

冬季大会 96名 

 

3 全国高等学校定時制通信制大会 

 

 

Ⅲ 機関誌「高体連」 

1 第 45号発刊 令和２年 4月 

 

2 編集委員会 第 1回 書面開催   第 2回 9月 3日(木) 

第 3回 11月 30日(金) 第 4回 2月 16日(火) 

第 5回  3月 16日(火) 

 

Ⅳ 調査・研究 

1 ・新たな調査研究テーマの設定と内容の検討 

・運動部活動啓発ポスターの作成 

 

2 調査研究委員会 第 1回 書面開催 第 2回 9月 8日(火) 

第 3回 11月 27日(金) 第 4回 2月 25日(木) 

 

3 令和２年度第 55回全国高等学校研究大会(長崎県長崎市)  中 止 

期日・会場 令和 3年 1月 21日(木)～22日(金)  長崎ブリックホール 
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Ⅴ 危機管理 

 

  1 危機管理委員会  第 1回 書面開催    第 2回 6月 23日(火) 

                       第 3回 9月 11日(金)  第 4回 2月 19日(金) 

  

Ⅵ 会議 

1 評議員会  書面決議 

［議事］ 

(1) 令和元年度会務及び事業報告について 

(2) 令和元年度決算報告について 

(3) 令和２年度役員について 

(4) 各種委員会委員・常任理事について 

(5) 団体総合補償制度費用保険について 

(6) 令和２年度活動方針について 

(7) 令和２年度事業計画・年間行事予定等について 

(8) 令和２年度予算について 

(9) 新型コロナウイルス感染症に係わる県高体連の対応について 

(10)令和２年度第６１回栃木県高等学校総合体育大会関係について 

(11)その他 

 

2 理事会 

第 1回理事会  書面決議 

［協議事項］ 

(1) 令和２年度栃木県高等学校体育連盟役員について 

(2) 新型コロナウイルス感染症に係わる県高体連の対応について 

(3) 各種委員会委員及び常任理事について 

(4) 団体総合保障制度費用保険について 

(5) 令和元年度会務及び事業報告について 

(6) 令和元年度決算報告について 

(7) 令和２年度活動方針について 

(8) 令和２年度事業計画・年間行事予定等について 

(9) 令和２年度予算について 

(10) 令和２年度第６１回栃木県高等学校総合体育大会について 

(11) その他 

［報告事項］ 

(1) 体罰根絶のための取り組みについて 

(2) その他 

［事務連絡］ 

(1) 諸提出書類等及び会計処理について 

(2) 外国人留学生の登録について 

(3) その他 

 

第 2回理事会  6月 4日(火) 14時～  栃木県武道館 会議室１・２ 

［報告事項］ 

(1) 令和２年度栃木県高等学校体育連盟役員について 

(2) 各種委員会委員について 

(3) 令和２年度関東高等学校体育連盟春季理事会の報告について 

(4) 第１回普及強化委員会(運動部活動支援事業)の報告について 
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(5) 令和２年度全国高校総体栃木県選手団結団式 

   並びにアスリートカンファレンスについて 

(6) 機関誌「高体連」第４６号の編集について 

(7) その他 

［協議事項］ 

(1) 新型コロナウイルス感染症に係る主催事業等の取扱いについて 

 1．主催事業等の中止期間について 

 2．代替大会の開催および３年生活動機会の確保について 

(2) 感染拡大予防ガイドラインについて 

(3) その他 

［連絡事項］ 

(1) スポーツ振興課より 

(2) 事務局より 

1．各種提出書類について 

  ア．全国高体連関係 

 2．熱中症事故の防止について 

 

第 3回理事会  11月 5日(木) 14時～  カンセキスタジアムとちぎ 会議室 

［協議事項］ 

(1) 部活動改革に係る対応 その他３点について 

(2) 令和３年度行事予定（案）について 

(3) 令和２年度栃木県高等学校優秀選手の選出について 

(4) 令和２年度栃木県高校スポーツ賞「特別功労賞」表彰について 

(5) その他 

［報告事項］ 

(1) 令和３年度全国高校総体競技会場・競技日程について 

(2) 栃高体連機関誌編集委員会報告について 

(3) その他 

［連絡事項Ⅰ］ 

(1) 栃木県国体・障害者スポーツ大会局より 

［連絡事項Ⅱ］ 

(1) 専門部諸提出書類について 

ア 令和 3年度専門部行事予定(案) 

イ 令和 3度栃木県高等学校体育連盟主催大会予算書(案) 

ウ 令和 3年度施設調整会議派遣者一覧 

エ 令和 3年度賞状枚数調査書 

(2) モチベーションビデオ作成における写真・動画の募集について 

(3) その他 

  ア アルコール製剤の案内 小林酒造株式会社 

 

第 4回理事会  3月 18日(木) 14時 00分～  栃木県武道館 会議室 

［協議事項］ 

(1) 新型コロナウイルス感染症に関する対応について 

(2) 規定集の一部改正について 

(3) 部活動改革に関する対応について 

(4) 栃木県高等学校体育連盟ホームページの改定について 

(5) 団体総合保障制度費用保険について 

(6) 令和３年度活動方針（案）について 
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(7) 令和３年度事業計画（案）について 

(8) 令和３年度年間行事予定（案）について 

(9) 令和３年度予算（案）について 

(10) 令和３年度栃木県高等学校総合体育大会実施要項（案）について 

(11) その他 

［報告事項］ 

(1) 関東高体連常務理事会報告について 

ア 令和 3年度関東高校体育大会開催予定 

イ 令和 3～10年度関東高校体育大会開催予定 

ウ 令和 3年度関東高校選抜大会開催予定 

エ 令和 3年～7年度関東高校選抜等大会開催予定 

オ 令和 3年度全国高校総体(北関東)競技会場・競技日程 

カ 令和 3年度全国高校定通制体育大会日程 

(2) 全国高等学校体育連盟関係事項について 

ア ２０２０インターハイ特別基金等による寄付金の取扱いについて 

イ 令和３年度全国高等学校総合体育大会に繋がる各都道府県における競技大会への対

応について 

(3) 令和 3年度高等学校強化拠点校(案)について 

(4) 各種大会成績について(新人大会・冬季関東大会・冬季全国大会) 

(5) 各種表彰について(高体連優秀選手・高校スポーツ賞・高校スポーツ優秀選手賞) 

(6) 那須雪崩事故民事調停に関する対応について 

(6) その他 

 

3 その他の会議 

 

令和 2年度県高校総体参加校代表者会議  中 止 

 

令和 2年度全国高校総体参加校代表者打合せ 中 止 

 

栃木県高校スポーツ賞選考会  1月 7日(木) 11時～  ニューみくら 

［議事］ 

(1) 表彰規程について 

(2) 予算書(案)について 

(3) 過去の受賞校(者)について 

(4) 受賞校(者)選考    

(5) 令和２年度第 62回記念栃木県高校スポーツ賞表彰式開催要項(案) 

(6) 令和２年度第 62回記念栃木県高校スポーツ賞表彰式次第(案) 

 

5 関東大会本県開催種目委員長会議 

令和 2年度開催種目(3回)/令和 3年度開催種目(1回)  

令和 3年度開催種目(2回) 

     

6 (公財)全国高体連関係諸会議 

理事長会 7月 3日(金) 群馬県 ※中止：web会議 

 9月 4日(金) 東京都 ※中止：web会議 

加盟団体長会 11月 10日(火) 東京都 

 

7 関東高体連関係諸会議(事務局：茨城県) 



5 

理事会 4月 20日(月) 11月 25日(水) ※中止：書面決議 

常務理事会 11月 6日(火) 3月 10日(水) ※中止：書面決議 

会長・理事長・事務局合同会議 中 止 

 

Ⅶ 全国高等学校総合体育大会栃木県選手団結団式並びに第 15回アスリートカンファレンス  中 止 

7月 11日(木) 13時～  栃木県教育会館大ホール 

 

Ⅷ 表彰 

1 令和２年度栃木県高等学校体育連盟優秀選手表彰 

男子 205名 女子 125名  合計 330名 

 

2 令和２年度第 62回記念高校スポーツ賞表彰 ※表彰式は実施せず 

令和 3年 1月 26日(火) 13時～  ホテルニューイタヤ  被表彰者 3名 

 

3 令和２年度栃木県高校スポーツ優秀選手賞表彰 ※表彰式は実施せず 

令和 3年 2月 9日(火) 10時 30分～  ホテルニューイタヤ  被表彰者 1名 


