
令和２年度 第４１回 山梨県中学校新人バレーボール大会 実施要項 

 
 
１ 主  催  山梨県教育委員会 山梨県小中学校体育連盟 山梨県バレーボール協会 
 
２ 主  管  山梨県小中学校体育連盟バレーボール専門部 
 
３ 日  時  令和２年１０月２４日（土）  予選トーナメント戦 

１１月 １日（日）   決勝トーナメント戦・５位決定トーナメント戦 

        ＊両日とも 競技開始９：００ （専門部員集合７：３０） 

＊開会（開始）式は行わずチームは試合（試合開始設定時間）に間に合うように集合する。 
 
４ 会  場  １０月２４日 男子：甲西中学校体育館・櫛形中学校体育館 女子：玉穂中学校体育館・八田中学校体育館 
        １１月 １日 男子：押原中学校体育館          女子：玉穂中学校体育館 
 
５ 参加資格  同一中学校に在籍する生徒により編成され、各支部より代表として推薦された下記のチームであること。

（申請許可された合同チームもあり得る） 
        ・各支部の代表…各支部の出場チーム数はバレーボール専門部競技規約に定めるとおりとする。ただし、総

合体育大会ベスト８の女子チームの支部には追加して出場枠を与える。（男子はオープン参加。） 
 
６ 参 加 料  参加選手１人につき、５００円とする。参加料は所定の申込用紙のコピーを添えて１０月９日（金）まで

に支部専門委員長に届けること。なお、納入された参加料については返金しない。（支部専門委員長は組合 
せ会議時に、参加料を提出する。） 

 
７ 競技規則  令和２年度（公財）日本バレーボール協会競技規則による。 

但し、ネットの高さは男子２Ｍ３０ｃｍ、女子２Ｍ１５ｃｍとする。試合は全て３セットマッチとする。 
＊感染症防止策として、１日目の３セット目は１５点制とする。（２日目は２５点制） 
＊感染症防止策として、給水および手指消毒のためのテクニカルタイムアウトを採用する。 

 
８ 競技方法  トーナメント形式で行う。 

２日目は準決勝・３位決定戦・決勝戦（５位決定予備戦・７位決定戦・５位決定戦）を行う。 
 
９ 使 用 球  （公財）日本バレーボール協会検定球 （男子：モルテン  女子：ミカサ） 
 
10 チ ー ム  監督１名、コーチ１名、マネージャー１名、選手１２名以内とする。 

監督は当該校の専任教師、または承認を得た部活動指導員で引率の責任を負う。 
コーチは当該校の教職員か登録済みの外部指導者でも良い。マネージャーは生徒とする。 

 
11 表  彰  男女とも１～３位を山梨県小中学校体育連盟、山梨県バレーボール協会より表彰し、優勝チームには優勝旗、 

優勝杯を授与する。 

 

12 申し込み  所定の用紙に必要事項を記入のうえ、１０月９日（金）必着で下記へ必ず郵送にて申し込む。また、JVAチ 

ーム加入選手一覧を、今大会の申込書に登録した選手が分かるように印を付け（ﾏｰｶｰし）、同封して提出

する。また、各支部専門委員長は支部大会結果をＦＡＸで櫻本まで（１０月９日必着）報告する。 

        〒409-3864 昭和町押越５４２－１ 昭和町立 押原中学校  櫻本 直弘 
        ＴＥＬ：０５５－２７５－２０４０  ＦＡＸ：０５５－２７５－２０３２ 
        ＊個人情報について、申込書等の参加名簿の管理には万全を期すと共に、大会運営に関する業務 

以外には使用しません。 
 
13 そ の 他  ※別紙、感染症対策を各顧問および参加選手・保護者ともに確実に確認し実施する。（無観客での開催） 

＊前年度優勝チームは、男子：田富中学校  女子：押原中学校 
＊組合せは主催者の責任において、１０月１３日に行なう。 

        ＊選手・マネージャーのエントリー変更は初日試合開始までに、監督・コーチの変更は大会中の各日試合開
始までにエントリー変更届けを競技委員に提出すること。 

        ＊外部指導者がコーチとしてベンチに入る場合は、競技委員に申し出る。 
              ＊ベンチには登録メンバー以外は入れない。但し当該校管理職員１名については監督の申し出により入れる。 
        ＊専門部員は２日間とも必ず出席して大会運営にあたる。 
        ＊傷害等が発生した場合、応急処置は行なうがその後は各チームで責任を負うこと。 
        ＊感染症等により、出場辞退となった場合は、必ず前日までに下記へ連絡すること。 

県バレーボール専門委員長 一宮中学校 中込隆夫  競技委員長 押原中学校 櫻本直弘 



別紙 感染症対策関係 

 

【１】「令和２年度 山梨県中学校新人体育大会 保護者 参加同意書」 

【２】「県新人体育大会 開催・実施時の感染防止策 遵守事項 ～生徒・保護者の皆様へ～」 

【３】「新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン 改訂版（山梨県小中学校体育連盟）」 

【４】「県中学校新人バレーボール大会 感染防止策」 

【５】「試合設定時間」 

【６】「テクニカルタイムアウトについて」 

【７】「ビデオ撮影に関して」 

【８－① ②】「県新人体育大会 開催・実施時の感染防止策チェックリスト（主催者① ②）」 

 

 

 

※各チーム各顧問は、 

・事前（大会申込前）に 

【１】と【２】（両面印刷にして）を、部員全員（保護者）に配布し、大会への参加に同意する家庭 

（【２】の内容を遵守していただける）の確認をとる。 

【１】の下の部分【保護者ご記入欄】を記入していただき、回収する。 

（提出された選手は家庭からの同意を得られたので、申込書に選手名を記入できる。） 

＊提出がない場合、同意を得られないということで、大会には参加（同行も）しない。 

確認後、各家庭に再度【１】と【２】（両面印刷）を戻し、大会当日改めて【１】の上の部分に 

チェックをしていただき、回収する。 

  

【３】「新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン 改訂版（山梨県小中学校体育連盟）」、及び 

【４】「県中学校新人バレーボール大会 感染防止策」を、大会参加全部員（保護者）に配布し、確認する。 

（安全に大会を実施するために、必ずご確認ください。） 

 

 

・大会当日に 

【１】と【２】（両面印刷）を大会参加全部員から回収する。 

（顧問は各会場競技役員に提出する。〔専門部で保管。〕） 

＊大会２日目へ進出した場合も、大会１日目のみの提出で良い。 

また、大会参加全部員の「健康チェックカード」（各校で使用しているもの）で、当日の体温や健康状態の 

確認をする。 

（顧問確認後、各会場競技役員に提出し確認を受ける。その後選手に返却。） 

＊大会２日目へ進出した場合は、毎回顧問が回収、確認をする。（各会場競技役員に提出し確認を受ける。 

その後選手に返却。） 

 

 

【各チームで準備するもの】 

〔感染症対策として〕 

  ・体温計   ・手指消毒剤   ・マスク保管袋   ・使用済みティッシュ、マスク用ゴミ袋 

  ＊ドリンクボトル（水筒）やタオルは、選手個人のもの（共有しない。）。 

 

※専門部は、 

【８－①②】のチェックリストを用いて、感染防止策に努める。 

 

【専門部で準備するもの】 

〔感染症対策として〕 

・プッシュ型消毒剤（手指用）：会場入り口、本部席   ・プッシュ型石鹸：男女トイレ・流し場 

・スプレー型消毒剤（ベンチ、記録席、トイレ、各ドアの手すり等用）：本部席、記録席 

・非接触型体温計：本部   ・消毒用雑巾   ・ゴム手袋  ・ビニール袋   ・マスク 

・各種感染防止策ポスター（事務局から）  など 

 
 



別紙【１】 
 

山梨県小中学校体育連盟体育連盟 御中 

 

令和２年度 山梨県中学校新人体育大会 保護者 参加同意書 
 

【大会参加にあたっての同意事項】 

 

■新人体育大会 開催・実施時の感染防止策 遵守事項～生徒・保護者の皆様へ～の「参加者が遵守すべき事項 （守るべきこと）」

と「参加者が運動・スポーツを行う際の留意点について」を参加生徒（お子様）と事前に確認しました。 

＜裏面をご確認ください。＞ 

■参加生徒（お子様）の参加前２週間における，以下の事項の有無について確認しました。  

＊大会当日、下記項目にチェックをし、顧問に提出をして下さい。 

□平熱を超える発熱（平熱より1.0℃以上高い、またはおおむね37度５分以上）はない。  

□咳（せき），のどの痛みなど風邪の症状はない。  

□だるさ（倦怠（けんたい）感），息苦しさ（呼吸困難）はない。  

□嗅覚や味覚の異常はない。  

□体が重く感じる，疲れやすい等の症状はない。  

□新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触はない。  

□同居家族や身近な知人に感染が疑われる方はいない。  

□過去14日以内に政府から入国制限，入国後の観察期間を必要とされている国，地域等への渡航又は 当該在住者との濃厚接

触はない。 

■状況により，保護者ご記入欄に署名した保護者に連絡し，確認を行います。 

■大会受付時に提出する，以下の書類を不備なく提出します。 

     ・本同意書 

・健康チェックカード（各学校で使用している健康チェックカード等も可） 

 

□ 大会参加にあたり，上記の内容に同意いたします。 
（※同意いただける方は，チェックを入れてください。） 

 

令和２年    月    日 

【保護者ご記入欄】 ＊大会申込時に顧問に提出をして下さい。大会への参加（申込）の同意確認とします。 

           

① 中 学 校 名 ： 〔                                       〕 中学校 

② 学 年 ： 〔   第           〕 学 年 

③ 参 加 種 目 ： 〔   バレーボール    〕 

④ 生 徒 氏 名 ： 〔                                       〕  

⑤ 保 護 者 氏 名 ： 〔                                       〕  印 

⑥ 保 護 者 住 所 ： 〔〒     －                               〕 

⑦ 保護者電話番号 ： 〔                                       〕 

※緊急時の連絡先として用いることがありますので，日中，連絡が繋がりやすい番号をご選定ください。 

 



別紙【２】 
 

 

県県県新新新人人人体体体育育育大大大会会会   開開開催催催・・・実実実施施施時時時ののの感感感染染染防防防止止止策策策   遵遵遵守守守事事事項項項   
～～～生生生徒徒徒・・・保保保護護護者者者ののの皆皆皆様様様へへへ～～～   

   
   

参加生徒が遵守すべき事項（守るべきこと） 
□以下のことに当てはまる生徒は，参加ができません  

□体調がよくない場合 （例:発熱・せきなどの症状がある場合）  

□家族や身近な知人に感染がうたがわれる方がいる場合  

□過去14日以内に政府から入国制限，入国後の観察期間を必要とされている国，地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接

触がある場合  

□保護者参加同意書・健康チェックカードの提出がない場合 
 

□マスクを持参すること 

（参加受付時や着替え時等の運動・スポーツを行っていない際や会話をする際にはマスクを着用すること）  
 

□こまめな手洗い，アルコール等による手指消毒を実施すること  
 

□他の参加生徒，大会役員等との距離（できるだけ２ｍ以上）を確保すること 
 

□大会中に大きな声で会話，応援等をしないこと  
 

□感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守，主催者の指示に従うこと  
 

□大会（試合）終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は，学校や顧問等に対して速やかに濃厚接触者の

有無等について報告すること  
 

□大会（試合）の前後のミーティング等においても，三つの密（密閉・密集・密接）を避けること 

 

参加生徒が運動・スポーツを行う際の留意点 

□十分な距離の確保  

□運動・スポーツの種類に関わらず，運動・スポーツをしていない間も含め，感染予防の観点から，周囲の人となるべく距離

（※）を空けること  

□強度が高い運動・スポーツの場合は，呼気が激しくなるため，より一層距離を空けること 

□水泳時などでマスクをしていない場合には，十分な距離を空けるよう特に留意をすること 

 （※）感染予防の観点からは，少なくとも２ｍの距離を空けることが適当である。  
 

□位置取り:走る・歩く等の運動においては，前の人の呼気の影響を避けるため，可能であれば前後一直線に並ぶのではなく，

並走する，あるいは斜め後方に位置取ること  
 

□運動・スポーツ中に，唾や痰をはくことは極力行わないこと  
 

□タオルの共用はしないこと  
 

□飲食については，指定場所以外で行わず，周囲の人となるべく距離を取って対面を避け，会話は控えめにすること  
 

□回し飲みはしないこと  
 

□飲みきれなかったスポーツドリンク等を指定場所以外（例えば走路上）に捨てないこと 



別紙【３】 
新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン 改訂版  

令和２年8月２0日 

山梨県小中学校体育連盟 

１ はじめに 

 本ガイドラインは，日本スポーツ協会が作成した「スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」に基づき，本連

盟における大会再開後の指針として作成しました。 

各専門部におかれましては，本ガイドラインや競技団体が作成する各競技別のガイドライン等に従って感染拡大防止を徹底し，

安全な大会運営に取り組んでいただきますようお願い致します。なお，本ガイドラインは，現段階で得られている知見等に基づ

き作成しています。今後見直すことがあり得ることにご留意ください。 

２ 山梨県小中体連主催大会開催に当たっての基本的考え方 

 山梨県のイベント開催や教育活動の方針に従うとともに，運動部活動が学校教育の一環であることを踏まえ，以下の条件が整

うことを開催の条件とします。 

（１） 通常の学校教育活動が再開されていること。 

（２） 運動部活動が再開され，１ヶ月間の準備期間があること。 

（３） 「新しい生活様式」を踏まえた学校の行動基準である地域の感染レベルが「１」になり，2週間が経過していること。 

そして，運動部活動再開ガイドラインの第５ステージ以降に進んでいること 

３ 大会開催時の感染防止策について 

この内容は，あくまで包括的な事項であり，各大会の特性等を勘案して，下記以外に感染拡大防止のための必要な取組を適宜

盛り込んでいただきますようお願いします。 

（１） 全般的な事項 

１） 感染防止のため主催者が実施すべき事項や参加者が遵守すべき事項をあらかじめ整理し，チェックリスト化したものを 

適切な場所（大会の受付場所等）に掲示すること（別紙【２】【８－①、②】） 

２） 各事項がきちんと遵守されているか会場内を定期的に巡回・確認すること 

３） 万が一感染が発生した場合に備え，個人情報の取扱いに十分注意しながら，参加当日は役員・補助役員・参加者の体調 

を書面により確認し，提出された書面について，保存期間（少なくとも１月以上）を定めて保存しておくこと 

４） 大会に参加する全ての者（参加生徒・顧問・役員等会場内に入る者）は，競技中以外はマスクを着用すること 

５） 大会後に参加者から新型コロナウイルス感染症を発症したとの報告があった場合や，地域の生活圏において感染拡大 

の可能性が報告された場合の対応方針について，施設の立地する自治体の衛生部局とあらかじめ検討しておくこと 

（2） 大会申込時の申合せ事項 

１） 参加生徒が以下の事項に該当する場合は，参加することができない（大会当日に書面で確認を行う） 

① 体調がよくない場合 （例:発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合） 

② 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合  

③ 過去14日以内に政府から入国制限，入国後の観察期間を必要とされている国，地域等への渡航又は当該在住者との 

濃厚接触がある場合  

２） マスクを持参すること（受付時や着替え時等のスポーツを行っていない際や会話をする際にはマスクを着用すること） 

３） こまめな手洗い，アルコール等による手指消毒を実施すること  

４） 他の参加生徒，大会役員等との距離（できるだけ２ｍ以上）を確保すること  

５） 大会中に大きな声で会話，応援等をしないこと  

６） 感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守，主催者の指示に従うこと  

７） 大会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は，主催者に対して速やかに濃厚接触者の有無等 

について報告すること 

８） 原則として無観客で開催する。 

（3） 大会会場で準備すべき事項 

１） 手洗い場所  

① 手洗い場には石鹸（ポンプ型が望ましい）を用意すること  

② 手洗いに関するポスター等の掲示をすること  

③ 参加者には，手洗い後に手を拭くためのマイタオル用意させること 

④ 手洗いが難しい場合は， アルコール等の手指消毒剤を用意すること  



２） 更衣室，休憩・待機スペース  

① 広さにはゆとりを持たせ，他の参加者と密になることを避けること  

② ゆとりを持たせることが難しい場合は，一度に入室する参加者の数を制限する等の措置を講じること  

③ 室内又はスペース内で複数の参加者が触れると考えられる場所（ドアノブ，ロッカーの取手，テーブル，イス等）につ 

いては，こまめに消毒すること  

④ 換気扇を常に回す，換気用の小窓をあける等，換気に配慮すること 

⑤ スタッフが使用する際は，入退室の前後に手洗いをすること  

３） 洗面所  

① 複数の参加者が触れると考えられる場所（ドアノブ，水洗トイレのレバー等）については，こまめに消毒すること  

② トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示すること  

③ 手洗い場には石鹸（ポンプ型が望ましい）を用意すること  

④ 手洗いに関するポスター等の掲示をすること 

⑤ 参加者には，手洗い後に手を拭くためのマイタオル用意させること□参加者が飲食物を手にする前に，手洗い，手指 

消毒を行うよう声を掛けること 

４） 飲食 

① 飲食物を手にする前に，手洗い，手指消毒を行うよう声を掛けること 

② 役員・選手とも，飲食場所は広さにはゆとりを持たせ，他の者と密になることを避けること 

③ 大会中の飲食は必要最低限にとどめ，指定場所以外で行わず，周囲の人となるべく距離を取って対面を避け，会話は 

控えめにすること 

④ 選手の飲食は，参加校の責任において喫食させるとともに，ゴミはすべて持ち帰らせること  

５） 会場 

① 大会を室内で実施する場合には，換気の悪い密閉空間とならないよう十分な換気を行うこと  

② 換気設備を適切に運転すること 

③ 定期的に窓を開け外気を取り入れる等の換気を行うこと  

④ 怪我人の処置室とは別に体調不良者用の待機場所を設置すること 

６） ゴミの廃棄  

① 鼻水，唾液等が付いたごみは，ビニール袋に入れて密閉して縛り，ゴミを回収する人は，マスクや手袋を着用すること  

② マスクや手袋を脱いだ後は，必ず石鹸と流水で手を洗い，手指消毒すること 

（4） 大会当日の受付時の留意事項  

１） 受付窓口には，手指消毒剤を設置すること  

２） 発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある人は入場しないように呼び掛けること 

 （状況によっては，発熱者を体温計などで特定し入場を制限することも考えられる）  

３） 人と人が対面する場所は，アクリル板，透明ビニールカーテンなどで遮蔽すること  

４） 受付を行うスタッフには，マスクを着用させること  

（5） 大会参加者への対応 

１） 体調の確認・・・引率責任者（顧問等）から参加者について，以下の事項を記載した書面の提出を求めること  

① 保護者 大会参加同意書   ※個人情報の取扱いに十分注意する  

② 健康チェックカード （各学校で使用しているもの） 

③ 大会前２週間における以下の事項の有無  ※大会参加同意書で確認する 

ア 平熱を超える発熱（おおむね37度５分以上）  

イ 咳（せき），のどの痛みなど風邪の症状  

ウ だるさ（倦怠（けんたい）感），息苦しさ（呼吸困難）  

エ 嗅覚や味覚の異常  

オ 体が重く感じる，疲れやすい等  

カ 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無  

キ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

ク 過去14日以内に政府から入国制限，入国後の観察期間を必要とされている国，地域等への渡航又は当該在住者と 

の濃厚接触がある場合   
２） マスク等の準備  

① 参加者がマスクを準備しているか確認すること  

② 参加の受付，着替え，表彰式等の運動行っていない間については，マスクの着用を求めること  

（運動・スポーツ中のマスクの着用は顧問等の判断によるものとする）  

３） 大会参加前後の留意事項 



① 大会（試合）の前後のミーティング等においても，三つの密を避けること  

② 会話時にマスクを着用するなどの感染対策に十分に配慮すること 

（６） 参加生徒が遵守すべき事項 

１） 以下の事項に該当する場合は，参加ができない（大会当日に書面で確認を行う）  

① 体調がよくない場合 （例:発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）  

② 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合  

③ 過去14日以内に政府から入国制限，入国後の観察期間を必要とされている国，地域等への渡航又は当該在住者との 

濃厚接触がある場合 

２） マスクを持参すること（参加受付時や着替え時等のスポーツを行っていない際や会話をする際にはマスクを着用すること） 

３） こまめな手洗い，アルコール等による手指消毒を実施すること 

４） 他の参加者，大会役員等との距離（できるだけ２ｍ以上）を確保すること  

５） 大会中に大きな声で会話，応援等をしないこと  

６） 感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守，主催者の指示に従うこと  

７） 大会（試合）終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は，主催者に対して速やかに 濃厚接触者の 

有無等について報告すること  

８） 大会（試合）の前後のミーティングにおいても，三つの密を避けること 

（７） 参加者が競技を行う際の留意点 

１） 十分な距離の確保  

① 競技の種類に関わらず，運動をしていない間も含め，感染予防の観点から，周囲の人となるべく距離を空けること 

※感染予防の観点からは，少なくとも２ｍの距離を開けることが適当である。 

② 強度が高い競技の場合は，呼気が激しくなるため，より一層距離を空けること  

③ 水泳時などでマスクをしていない場合には，十分な距離を空けるよう特に留意をする必要があること 

 ※感染予防の観点からは，少なくとも２ｍの距離を開けることが適当である。 

２） 位置取り 

    ① 前の人の呼気の影響を避けるため，可能であれば前後一直線上に並ぶのではなく，並走する，あるいは斜め後方に位 

置取ること 

３） その他 

① 運動中に，唾や痰をはくことは極力行わないこと 

② タオルの共用はしないこと 

③ 飲食については，指定場所以外で行わず，周囲の人となるべく距離を取って対面を避け，会話は控えめにすること  

④ 飲みきれなかったスポーツドリンク等を指定場所以外（例えば走路上）に捨てないこと 

（8） 参加生徒又は部顧問（関係指導者）の感染が判明した場合の対応 

１） 大会前 

① 当該参加生徒，顧問，濃厚接触者と特定された者の出場（入場）は認めない 

② 団体競技においては，参加申込後の選手変更を認める 

③ 個人競技においては，欠場とする 

２） 大会期間中 

① 大会に参加する全ての者（参加生徒・顧問・役員等会場内に入る者）は，必ず当日の朝，自宅で検温を行い，平熱より 

1.0℃高くない、またはおおむね37.5℃未満であることを確認し会場に入る 

（各専門部は会場に入る前に非接触型の検温器等を使い，入場する全ての参加者の検温を行うこと） 

② 特に参加生徒については，引率責任者が責任をもって体調を確認し，書面（健康カード等）を受付で提出すること 

③ 大会中に発熱等の症状を訴える参加生徒を確認した場合は，保護者に迎えに来てもらい速やかに帰宅させる 

３） 大会後 

① 感染者の所属する学校や行政機関の指示に従うこと 

② 当該の専門部は，速やかに事故報告書を作成し，県小中体連事務局と感染者が参加した大会当日に会場内にいた全 

ての者に連絡をすること 

（９） その他 

１） 各専門部は，本ガイドライン及び中央競技団体（協会・連盟）で作成したガイドラインを基に，種目の特殊性や特性を適宜 

盛り込んだ，独自のガイドライン及びチェックリスト等を作成すること 

２） 会場への移動等は，各学校で責任をもって行い，集団感染のリスク（3密の条件）を避けること 

３） 今後，社会情勢が大きく変化し，通常の社会生活に戻るなどした場合の対応は，上記の限りではない。     （以上） 



別紙【４】 

「県中学校新人バレーボール大会 感染防止策」 

＜日頃から、感染防止策に努めて下さい。＞ 

各種ガイドライン（県小中体連、日本バレーボール協会など）を基に、中体連バレーボール専門部にて、体調管

理および把握、３つの密（密閉、密集、密接）を避け、手洗いや手指消毒（多数が触れる場所、物の消毒）、咳

エチケットを心がけ、「安全な大会運営」を目指して今大会を実施いたします。通常の大会とは違う部分ですの

で、ここに挙げる「感染防止策」をご理解いただき、この大会を無事に終了できるよう、以下について確実にお

願いいたします。なお、今大会も県総体同様に無観客での大会といたします。 

 

１ 大会前～大会当日 

 （１）各校で使用している健康チェックカードを用いて、健康状況を確認する。 

（大会２週間前からの確認が必要。） 

 （２）別紙【１】と【２】（両面印刷）を生徒に配布し、保護者にも各家庭での健康チェックの依頼や、体調の 

すぐれない場合は出場できないこと（同行もできない）を伝える。 

 （３）別紙【３】と、この別紙【４】を生徒に配布し、各家庭でも「感染防止策」を確認していただく。 

 （４）大会までに、各チームで体温計や手指消毒液、マスクを保管する袋、使用後のティッシュやマスクを入れ 

持ち帰る袋などを用意する。 

 （５）大会当日、朝の集合時に健康チェックカードの回収と確認、および顧問による当日２回目（１回目は選手 

自宅で）の検温を行う。また、参加同意書の回収と確認も行う。 

    ＊発熱が見られる選手、体調に不安のある選手や健康チェックカード、および【１】と【２】（両面印 

刷）の参加同意書の提出のない選手（保護者印がない選手）は、参加できない（同行もできない）ので、 

事前に保護者にも確実に確認をしておく。 

（６）大会申込時と、大会当日のエントリー選手が変更になる場合はエントリー変更届を準備する。 

（７）バスでの移動は、マスクを着用し窓を開け、間隔を開けて着席する。大声は出さず移動する。（濃厚接触 

の状態を作らない。）消毒剤を各校で持参し、バス乗車前、降車後は、手指消毒をする。 

（座席の使用等はバス会社の指示に従う。） 

（８）開会式、開始式は行わず、チームは試合（試合開始設定時間）に間に合うように集合する。  

＊朝の割り当てコート練習は行わない。各試合はコートの準備が整い、試合開始設定時間１１分前から公 

式練習を行い、試合を開始する。 

 ＊前の試合が早く終わった場合も、設定時間は早めない。また、前の試合が長くなった場合は、コートの 

確認ができ次第、公式練習に入る。 

※専門部員は、両日ともに７：３０～会場準備及び打合せを行う。 

各顧問へ必要な連絡は各チームが会場に到着後、専門部員を通して行う。 

   ※専門部員で、生徒と共にバスで移動する（会場準備や片付けが行えない）場合、事前に各会場競技委員に 

連絡する。（競技委員は、準備及び片付け可能な専門部員の確認をしておく。極力、専門部員や顧問で準 

備・片付けを行う。） 

  

２ 会場到着後 

（１）会場外で当日３回目の検温をする。＊発熱が見られる選手、体調がすぐれない選手がいる場合、各会場競 

技役員および救護役員に伝える。場合によっては、（会場外や、別室にて様子を見て）保護者に連絡し迎 

えに来てもらう。 

（２）参加選手全員の、「健康チェックカード」及び、別紙【１】と【２】（両面印刷）の「新人体育大会 保 

護者 参加同意書」をまとめて各会場競技委員に提出する。併せて「エントリー変更届」（変更がある場 

合）も提出する。 

（３）各会場競技委員に、外での待機（試合までにはまだ時間がある）か、ギャラリーでの待機（まもなく前の 

試合が終了する）か、フロアでの待機（前の試合が終了しコート等の準備が整う）かの確認を行い、選 

手に伝える。＊競技役員からの指示で、ボールカゴの用意や横断幕の貼り付け等、試合の準備を始める。 

 

３ 試合・応援 

（１）トーナメント戦を行う。 

 （２）公式記録用紙には、各チームの申込書の番号のみ記入する。（時間短縮のため選手名は記入しない。） 

＊エントリー変更届が提出された場合は、番号の修正をする。 

 （３）主審および副審は、電子ホイッスルを使用しマスクを着用する。 

 （４）ベンチスタッフおよび、ベンチの選手（控え選手）はマスクを着用する。交代して出場する場合は、各自 

のビニール袋等を準備し（名前などを書き）、その中にマスクを保管する。（他の選手のものと混ざらな 



い、他の選手が触れない。） 

※館内の人数を極力少なくするため、無観客試合（応援は試合中のチームのベンチ外メンバー〔部員〕の 

みで、マスク着用・大声での応援や「鳴り物」を使用することは禁止とし、大きな動きを伴わない拍手 

のみの応援を行う。保護者の観戦はなし）とする。 

    ※マスクを着用しての応援等では、こまめに水分補給を行い熱中症予防に努める。 

 （５）各チームもベンチに消毒剤を持参し、タイムアウトやセット間に手指消毒を行う。また、試合後には石鹸 

にて丁寧な手洗い及び手指消毒を行う。 

 （６）選手は、水筒やタオル、アイスバッグなど各自で用意し、自分のものを使用する。 

（飲み回し、共用はしない。） 

（７）各会場の窓およびカーテンの開閉については、窓及びカーテンは開け、換気を行いながら試合を行う。 

（荒天時などは別。） 

【各会場の使用上のガイドラインに沿う。】 

（８）競技中、必要以上の大きな声を出すこと、合わせた掛け声や選手同士のハイタッチ、円陣を組んでの掛け 

声、ネット際などで相手に向いた状態での発声などは控える。ベンチスタッフも、大声によるコーチング 

は控える。また、リベロ交代時を含む、選手交代も手を合わさず行い、試合前後の相手選手との握手を行 

わない。ベンチでの集合時もできるだけ密集・密接を避ける。 

 ※顧問は、審判（主審・副審）を務める。大会へ向けて練習試合等で積極的に審判を行い審判法の確認を 

する。また、生徒役員（記録やラインジャッジ）の練習も行う。 

（専門部員は、練習試合等の場面で審判法の指導を行う。） 

※第１試合については、専門部員で審判役員（記録、ラインジャッジ、点示）を務める。ただし、専門部員の 

人数が足りない場合、試合を行う両チームから、ベンチ入りの生徒に役員を依頼する。（試合途中の交代も 

可とする。） 

＊第２試合以降は、前の試合で敗退したチームが生徒役員を務め、主審・副審についても前の試合の２チー 

ムで務める。（２日目は、試合のない２チームで生徒役員を務める。） 

  ※スムーズな試合運営を行うために、専門部員は２日間、競技運営（準備片づけ、審判等）に協力する。 

 

４ 試合終了後・試合間 

（１）勝利した場合、速やかに体育館外へ移動し待機する。（密を避ける。） 

（２）敗退した場合、次の試合の生徒役員以外は速やかに体育館外へ移動して待機する。試合終了後解散とする。 

（３）昼食をとる場合、体育館外として密を避けてとる。（シートを敷き集まっての食事等は禁止とする。） 

（４）更衣室等での更衣の場合も、マスクを着用し会話等は控える。更衣後は石鹸での手洗いを行う。 

※体育館外（駐車場等）で、待機する場合（昼食時も含めて）も、マスクを着用し密を避ける。石鹸での手洗 

いを行う。 

＊送迎のバスや、保護者の車がある場合は、その車中での待機も可とするが、十分な換気と、間隔をとる。 

 

５ 組合せ 

（１）専門部員による責任抽選を行い決定する。 

（２）原則１回戦での同一支部同士の対戦は避ける。 

 

６ その他 

（１）各会場の手洗い場に石鹸、会場入り口に消毒剤を用意するので、石鹸での手洗いや手指消毒を促すアナウ 

ンスをする。 

（２）手洗い等を促すポスター（県事務局作成）も掲示する。 

（３）鼻水、唾液等が付いたごみは、ビニール袋を各自が持参し、その袋に入れて密閉して縛り持ち帰る。 

 （４）会場のトイレを使用する場合、ふたを閉めて汚物を流す。 

 （５）各校ビデオ撮影を希望する場合は、別紙【７】を確認の上、顧問等指導者および選手の負担にならないよ 

うに努める。 

 （６）各校の卒業アルバム用写真撮影のため、業者等が会場に入る場合、各会場競技委員に顧問から申し出る。 

（ビブスや腕章など等着用する。）また、撮影は試合の妨げにならない場所からフラッシュ無しで行う。 

管理職によるベンチからの写真、ビデオ撮影は禁止とする。 

（７）選手送迎時の保護者の駐車場マナー（駐車禁止スペースへの駐車など）や敷地内での喫煙・吸い殻のポイ 

捨禁止に協力を各校顧問よりお願いする。（今年度は、感染症対策で無観客〔保護者の観戦は無し〕の大 

会とします。）保護者の入り口付近や窓越しでの観戦、写真及びビデオ撮影は、禁止とする。 

  ※専門部員は、消毒剤を用いて、会場のドアや手すり、トイレ内、試合後のベンチ等の消毒をこまめに行う。 

   また、会場内および駐車場にも目を向け、密を避けるように巡回、注意する。 



 

資料 文部科学省  

学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル 

～「学校の新しい生活様式」～ 

 

大会会場で最も重要な感染防止策は、 

「3つの密を避けること」「マスクの着用」「石鹸による手洗い」です。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手洗いの６つのタイミング 
外から教室（建物）に入るとき 

 

 

 

 

 

咳やくしゃみ、鼻をかんだとき 給食（食事）の前後 

掃除の後 

 

 

 

 

 

トイレの後 共有のものを触ったとき 



 

別紙【５】 

 

 

令和２年度 第４１回 山梨県中学校新人バレーボール大会 試合設定（開始）時間について 

 

 

試合会場内の密を防ぎ、各チームの滞在時間を短くするために、１日目の開会式、２日目の開始式は 

行いません。 

各チームは試合に間に合うように各会場に集合してください。 
 

 

 

※ 朝の割り当てコート練習は行わない。各試合はコートの準備が整い、試合開始設定時間１１分前からプロトコール（公 

式練習）を行い、試合を開始する。 

 

※ 前の試合が早く終わった場合も、設定時間は早めない。 

また、前の試合が長くなった場合は、コートの確認ができ次第、プロトコール（公式練習）に入る。 

 

※ 試合が連続する場合は、前の試合終了から１５分後にプロトコール（公式練習）に入る。 

 

 

〔大会１日目：１０月２４日（土）〕 

第１試合   ９：００ （プロトコール  ８：４９） 

第２試合  １０：００ （プロトコール  ９：４９） 

第３試合  １１：００ （プロトコール １０：４９） 

第４試合  １２：００ （プロトコール １１：４９） 

第５試合  １３：００ （プロトコール １２：４９） 

第６試合  １４：００ （プロトコール １３：４９） 

 

〔大会２日目：１１月 １日（日）〕 

第１試合   ９：００ （プロトコール  ８：４９） 

第２試合  １０：００ （プロトコール  ９：４９） 

第３試合  １１：３０ （プロトコール １１：１９） 

第４試合  １３：００ （プロトコール １２：４９） 

   閉会式   第４試合終了後 

 



別紙【６】 

 

 

令和２年度 第４１回 山梨県中学校新人バレーボール大会 テクニカルタイムアウトについて 

 

 

今大会では、熱中症予防および感染症防止のために【テクニカルタイムアウト】を採用します。 

 

 

具体的には、 

１ 大会では、各セット（第３セットを含む）において、リードするチームが８点、１６点に達したとき、６０秒間の給水 

および手指消毒のためのタイムアウトが自動的に適応される。その際、副審が吹笛をし、コートを退くよう促し計時す 

る。ハンドシグナルは示さない。 

 

２ このタイムアウトは給水および手指消毒を目的とするものであり、その間選手はウォームアップエリア（付近）で 

  給水および手指消毒を行う。またチームスタッフはベンチに座っているものとする。（正式なルールでは「給水を行う 

か否かの判断は、選手本人の意志による。給水を行わなくても同エリア内に止まること。控えの選手も同様である。」 

であるが、熱中症予防のため今大会では、必ず給水を行う（応援の選手や、生徒役員も給水を行う。）また、選手、ベ 

ンチスタッフすべてが、チームで持参した消毒液にて手指消毒を行う。 

 

３ ２日目の第３セット（２５点制）も８点、１６点の時点で適応する。 

（１日目の３セットは１５点制なので８点でチェンジコートをした後に引き続きテクニカルタイムアウトとなる。 

その際、主審側を通ってコートを移動したチームの最後尾の選手がベンチ側のサイドラインを通過した時点で、 

副審が吹笛をし、計時を始める。） 

 

４ 正規の中断の要求やリベロプレイスメントよりも、このテクニカルタイムアウトを優先する。正規の中断の要求や、 

リベロプレイスメントを行う場合は、テクニカルタイムアウト後にその手続きをする。 

  

 ※ 今回のテクニカルタイムアウトは「給水及び手指消毒、汗拭き」を目的としているので、次の点に注意する。 

プレーヤー   ウォームアップエリアにおいて給水する。モップをかけるためにコートへ入ることは許されるが、そ 

れ以外はウォームアップエリア付近にいることとする。ウォームアップエリアへは最短距離となるコ 

ースを通って移動する。手指消毒を必ず行う。 

チームスタッフ ベンチに着席すること。プレーヤーに対して戦術的な指示を出すことはできない。ただし、マネージ 

ャーは給水などの補充のため、ウォームアップエリアに行くことは認められるが、監督・コーチから 

の戦術的な伝言等をしてはならない。手指消毒を必ず行う。 

※テクニカルタイムアウト後、選手がコートインしたら、通常のＴＯの取り扱いと同様になる。 

 

※ テクニカルタイムアウト以外に、従来通り各セット２回のタイムアウト（３０秒間）を各チームが要求することができ

る。 

その際も、手指消毒を行う。 

 

以上です。 

 

 

・専門部の先生方、監督の先生方（選手）はご理解を宜しくお願い致します。 

 



 

別紙【７】 

 

令和２年度 第４１回 山梨県中学校新人バレーボール大会 ビデオ撮影について 

 

 

 保護者の皆様におかれましては，日頃より，バレーボール専門部の活動におかれまして，深いご理解とご協力をいただき感

謝申し上げます。 

さて，「新チーム初の県大会であり、フレッシュな選手達の活躍の場を」と準備を進めています「山梨県中学校新人バレー

ボール大会」が１０月２４日（土）、１１月１日（日）に開催されます。まだまだ新型コロナウイルス感染症の終息にはほど

遠く，感染防止策に気を抜けない日々が続いております。 

そのような中ではありますが，７月２５日から８月２日に実施いたしました「山梨県総合体育大会」と同様に、県教育委員

会，県保健体育課，県小中体連事務局をはじめとして各関係機関にご尽力をいただく中で今大会も開催できる運びとなりまし

た。各関係機関には改めて感謝いたしております。 

バレーボール専門部では，各校顧問を通してお子さんのさらなる体調管理の徹底をお願いしておりますが，これまで以上に

手洗いや手指消毒，毎日の検温，体調管理など徹底できるように各ご家庭でもよろしくお願いいたします。 

さて，試合のビデオ撮影に関してですが，「感染防止策に力を注ぎ，安全な大会実施」という面から原則禁止といたします

が，「県総合体育大会」同様に，ビデオ撮影を行う場合は，次の条件（確認事項９項目）のもと，撮影を許可することといた

しました。 

保護者の皆様には，次の確認事項をご一読いただき，大会の運営等に対しましても，ご理解，ご協力のほどをよろしくお願

いいたします。 

 

 

確 認 事 項 

 
１ 撮影を希望する場合、事前〔１０月１６日（金）まで〕に，各校の顧問に伝える。 

（顧問は〔１９日（月）〕までに，支部専門委員長に報告をする。） 

（支部専門委員長は〔２０日（火）〕に希望校・月日・会場等の一覧表を作成し，県委員長に報告する。） 

 

２ 今大会は無観客ですので，保護者の会場への入場は認められません。撮影は生徒によるものとする。 

（顧問は大会運営に努めるため，撮影に関わることはできません。） 

 

３ 撮影におけるビデオカメラの紛失，破損，撮影の仕方等には責任が負えません。 

 

４ 撮影は，観客席から行う。 

 

５ 会場のコンセントの使用は禁止です。 

 

６ 選手が撮影準備等で，コートへの集合に遅れる事等（大会運営に支障をきたす）がないようにする。 

 

７ 撮影を希望する場合，撮影するビデオカメラは各校１台とする。 

 

８ ビデオカメラ使用前後は，手指消毒を行う。 

 

９ 安全な大会実施を第一にとらえ，生徒の負担にならないようにする。 

 

  

※近年，ビデオ等で撮影された動画や写真をＳＮＳ等で公開し，人権問題や犯罪行為に発展することも少なくありません。 

このような社会動向の中，本日撮影されました試合の様子につきましても，生徒（相手選手も映っています）の個人情報 

保護の観点から，ネットワーク上で公開せず，各御家庭（各チーム内）で観るためのみにご使用ください。 

ネットワーク上に公開するなどの影響で，問題が生じた場合，専門部及び各校顧問は責任を負うことはできません。 

 保護者の皆様にはご理解をいただき，よろしくお願いいたします。 

 



 

別紙【８－①】

県県県新新新人人人体体体育育育大大大会会会   開開開催催催・・・実実実施施施時時時ののの感感感染染染防防防止止止策策策チチチェェェッッックククリリリススストトト   
（（（主主主催催催者者者①①①   専専専門門門部部部及及及びびび事事事務務務局局局）））   

 

全般的な事項 
□感染防止のため専門部が実施すべき事項や参加生徒が遵守すべき事項をあらかじめ整理し，チェックリスト化したものを適

切な場所（大会会場の受付場所等）に掲示すること  

□各事項がきちんと遵守されているか会場内を定期的に巡回・確認すること 

□万が一感染が発生した場合に備え，個人情報の取扱いに十分注意しながら，参加当日に参加生徒より提出を求めた書面につ

いて，保存期間（少なくとも１月以上）を定めて保存しておくこと  

□大会後に参加生徒から新型コロナウイルス感染症を発症したとの報告があった場合や，地域の生活圏において感染拡大の可

能性が報告された場合の対応方針について，施設の立地する自治体の衛生部局とあらかじめ検討しておくこと （事務局） 

 

県新人体育大会参加時（募集時）の対応 
専門部が参加者に求める感染拡大防止のための措置としては，以下のものが挙げられます。  

□参加生徒が以下の事項に該当する場合は，参加の見合わせを求めること（大会当日に書面で確認を行う）  

□体調がよくない場合 （例:発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）  
□同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 
□過去14日以内に政府から入国制限，入国後の観察期間を必要とされている国，地域等への渡航又は当該在住者 との濃厚
接触がある場合  

□マスクを持参すること（参加受付時や着替え時等のスポーツを行っていない際や会話をする際には 
マスクを着用すること）  

□こまめな手洗い，アルコール等による手指消毒を実施すること  
□他の参加生徒，大会役員等との距離（できるだけ２ｍ以上）を確保すること 
□大会中に大きな声で会話，応援等をしないこと  
□感染防止のために専門部が決めたその他の措置の遵守，主催者の指示に従うこと  
□大会（試合）終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は，事務局に対して専門部は速やかに濃厚接触者
の有無等について報告すること 

 

当日の参加受付時の対応 
□受付窓口には，手指消毒剤を設置すること  

□発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある人は入場しないように呼び掛けること 

（状況によっては，発熱者を体温計などで特定し入場を制限することも考えられる）  

□人と人が対面する場所は，アクリル板，透明ビニールカーテンなどで遮蔽すること  

□参加生徒が距離をおいて並べるように目印の設置等を行うこと  

□受付を行う大会役員には，マスクを着用させること  

□インターネットやスマートフォンを使った電子的な受付の一層の普及を図り，受付場所での書面の記入 や現金の授受等を避

けるようにすること  

□当日の受付等では，混雑を極力避けること  

□参加生徒から以下の事項を記載した，保護者参加同意書及び健康チェックカード等の書面の提出を求めること （保護者参加同

意書は，県小中体連所定のもの。健康チェックカードは，各学校で使用しているものも可） 

□氏名，年齢，住所，連絡先（電話番号）※個人情報の取扱いに十分注意する  
□参加当日の体温  
□参加前２週間における以下の事項の有無  
□平熱を超える発熱（おおむね37度５分以上）  
□咳（せき），のどの痛みなど風邪の症状  
□だるさ（倦怠（けんたい）感），息苦しさ（呼吸困難）  
□嗅覚や味覚の異常  
□体が重く感じる，疲れやすい等  
□新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無  
□同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合  
□過去14日以内に政府から入国制限，入国後の観察期間を必要とされている国，地域等への渡航又は当該在住者 との濃
厚接触がある場合 



 

別紙【８－②】

県県県新新新人人人体体体育育育大大大会会会   開開開催催催・・・実実実施施施時時時ののの感感感染染染防防防止止止策策策チチチェェェッッックククリリリススストトト   
（（（主主主催催催者者者②②②   専専専門門門部部部）））   

 

大会参加生徒への対応 
□マスク等の準備  
□参加生徒がマスクを準備しているか確認すること  
□参加の受付，着替え，表彰式等の運動・スポーツを行っていない間については，マスクの着用を求めること （運動・スポーツ
中のマスクの着用は参加生徒等の判断によるものとする）  

□大会参加前後の留意事項  
□大会（試合）の前後のミーティング等においても，三つの密を避けること  
□会話時にマスクを着用するなどの感染対策に十分に配慮すること 

 

各専門部が準備すべき事項の対応 
□手洗い場所  
□手洗い場には石鹸（ポンプ型が望ましい）を用意すること  
□手洗いに関するポスター等の掲示をすること  
□駅伝等では，始点，休憩所，終点にできるだけ手洗い場を確保すること  
□手洗い後に手を拭くためのペーパータオル（使い捨て）を必要に応じて用意すること（参加者にマイタオルの持参を求めて
も良い。布タオルや手指を乾燥させる設備については使用しないようにすること）  

□手洗いが難しい場合は， アルコール等の手指消毒剤を用意すること  

□更衣室，休憩・待機スペース  
□広さにはゆとりを持たせ，他の参加者と密になることを避けること  
□ゆとりを持たせることが難しい場合は，一度に入室する参加者の数を制限する等の措置を講じること  
□室内又はスペース内で複数の参加者が触れると考えられる場所（ドアノブ，ロッカーの取手，テーブル，イス等）については， 
こまめに消毒すること  

□換気扇を常に回す，換気用の小窓をあける等，換気に配慮すること  
□スタッフが使用する際は，入退室の前後に手洗いをすること  

□洗面所  
□トイレ内の複数の参加者が触れると考えられる場所（ドアノブ，水洗トイレのレバー等）については，こまめに消毒すること  
□トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示すること  
□手洗い場には石鹸（ポンプ型が望ましい）を用意すること  
□手洗いに関するポスター等の掲示をすること  
□手洗い後に手を拭くためのペーパータオル（使い捨て）を用意すること（参加者にマイタオルの持参を求めても良い。布タオ
ルや手指を乾燥させる設備については使用しないようにすること）  

□飲食物の提供時  
□参加者が飲食物を手にする前に，手洗い，手指消毒を行うよう声を掛けること  
□スポーツドリンク等の飲料については，ペットボトル・ビン・缶や使い捨ての紙コップで提供すること  
□飲食物を取り扱うスタッフにはマスクを着用させること  

□観客の管理  

□原則として無観客で開催する。 

□屋外で観客を参加させる場合には，観客同士が密な状態とならないよう，必要に応じ，あらかじめ観客席の数を減らした

り，場所を指定するなどの対応をとること  
□大声での声援を送らないことや会話を控えること  
□会話をする場合にはマスクを着用すること等の留意事項を周知すること  

□大会会場  
□大会を室内で実施する場合には，換気の悪い密閉空間とならないよう，十分な換気を行うこと  
□換気設備を適切に運転すること  
□定期的に窓を開け外気を取り入れる等の換気を行うこと  

□ゴミの廃棄  
□鼻水，唾液などが付いたごみは，ビニール袋に入れて密閉して縛り，ゴミを回収する人は，マスクや手袋を着用すること  
□マスクや手袋を脱いだ後は，必ず石鹸と流水で手を洗い，手指消毒すること 


