
５． 令和２年度大分県高等学校新人バレーボール競技大会実施要項
1 大分県高等学校体育連盟

2 3 年 1 月 23 日 24 日
3 県立大分南高校体育館 （男子） 1 月 23 日 ・ 24 日

県立大分商業高校体育館 （女子） 1 月 23 日 ・ 24 日
県立鶴崎工業高校体育館 （女子） 1 月 23 日

4 2020年度公益財団法人日本バレーボール協会制定の６人制競技規則による。

5 各校チーム対抗戦とする。

6 全試合３セットマッチのトーナメント方式とする。

7 「令和２年度大分県高等学校新人大会実施要項」の参加資格に準ずる。

8 (1) チーム編成は、監督・コーチ・マネージャ各１名、選手１４名、計１７名以内とする。
(2) 監督・コーチは当該校の教職員又は外部指導者とし、マネージャーは当該校の生徒であること。
また、外部指導者の場合は、大分県高体連が発行する「外部指導者証」携行すること。

9 (1) 期限 令和 2 年 12 月 3 日 ( 木 ) 必着
(2) 方法 申込書は県高体連ホームページからダウンロードし、下記により期限内に申し込む。

ア.申込書Ｅｘｃｅｌファイルは、男女は別ファイルとし、「入力シｰト」に入力して完成させる。
イ．「申込印刷」シートは、男女とも各１枚を印刷・捺印し、下記①あてに郵送する。
ウ．承認を得た申込書電子データは、下記②宛にメールで送信する。

( ﾌｧｲﾙ名：例→ ﾊﾞﾚｰ男子/校名/監督名 )
(3) 郵送書類 ・参加申込書（要公印）     

・ＪＶＡ‐ＭＲＳ「チーム加入選手一覧」
・外部指導者の委嘱状(要公印）
・本人および保護者の参加同意書

(4)  宛先
② ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ninomiya-hirokazu@oen.ed.jp 大分支援学校 二宮 裕和 宛
[ﾃﾞｰﾀ受付期間]

10 選手（補欠を含むエントリー）１人 加盟校６００円・非加盟校１０００円。大会当日の受付で納入する。

11 本大会でベスト４に入ったチームに、令和２年度第30回全九州選抜高等学校バレーボール大会
（令和3年2月・熊本県）の出場権を与える。

12
(2) 組合せ抽選は、支部代表による専門委員会で抽選基準に基づいて行う。

13 (1) 各チームのユニフォームは、競技規則に適合したもので、監督・マネージャー・キャプテン章は、必
   ず着用すること。
(2) 各チームとも試合球（ニューボールが望ましい）を持参すること。
   男子：ミカサV300W  女子：モルテンＶ５Ｍ5000を試合球とする。

14 (1)感染症等の採択については、別紙留意事項を遵守すること。
(2)競技中の傷病など緊急時の対応については、救急体制に従って行動すること。

(日）
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諸 連 絡（男子 １日目・２日目）

１ 場所  １日目 １月２３日（土）：大分南高校

   ２日目 １月２４日（日）：大分南高校

２ 日程について

   男子の１日目は、試合ごとに入れ替えをしますので、開場時間を目安に来場してください。開場時間を早

めることは原則ありません。また、前の試合が終わるまでは入場できません。

１日目Ａコート第１試合のコートアシスタントは第２試合のチームより７名、Ｂコート第１試合のコート

アシスタントは第２試合の両チームより４名ずつ、それ以降の試合は負けたチームから７名（６名登録の

チームは６名で可）出してください。

１日目 男子

Aコート
７：５０   開場（第１試合・第２試合チーム）

８：００   監督・選手説明

８：１０   第１試合練習

８：４９   プロトコール

９：００   第１試合開始

１０：４０   第２試合開始予定

１１：３０   開場予定（第３試合チーム）

１１：４０   監督・選手説明

１１：５０   第３試合練習

１２：２９   プロトコール

１２：４０   第３試合開始予定

１３：３０   開場予定（第４試合チーム）

１３：４０   監督・選手説明

１３：５０   第４試合練習

１４：２９   プロトコール

１４：４０   第４試合開始予定

１５：３０   開場予定（第５試合チーム）

１５：４０   監督・選手説明

１５：５０   第５試合練習

１６：２９   プロトコール

１６：４０   第５試合開始予定

Bコート
７：５０   開場（第１試合チーム）

８：００   監督・選手説明

８：１０   第１試合練習

８：３０   第１試合補助員集合

８：４９   プロトコール

９：００   第１試合開始

 ９：５０   開場予定（第２試合チーム）

１０：００   監督・選手説明

１０：１０   第２試合練習

１０：４９   プロトコール

１１：００   第２試合開始予定

１１：５０   開場予定（第３試合チーム）

１２：００   監督・選手説明

１２：１０   第３試合練習

１２：４９   プロトコール

１３：００   第３試合開始予定

１３：５０   開場予定（第４試合チーム）

１４：００   監督・選手説明

１４：１０   第４試合練習

１４：４９   プロトコール

１５：００   第４試合開始予定

２日目 男子

８：００       開場

８：１０       監督・選手説明

８：２０       第１試合練習

８：５９       プロトコール

９：１０       第１試合開始

１０：５０       第２試合開始予定

１２：２０       準決勝開始予定

１４：１０       決勝開始予定

３ 会場の使用について

   ○体育館２階を待機場所として使用します。

   ○試合もしくは補助員終了後、選手や保護者は速やかに退場してください。



諸 連 絡（女子 １日目、２日目）

１ 場所  １日目 １月２３日（土）：大分商業高校、鶴崎工業高校

   ２日目 １月２４日（日）：大分商業高校

２ 日程について

   女子の１日目は、午前の部（第１・第２試合）・午後の部（第３・第４・第５試合）でそれぞれ試合を行

いますので、開場時間を目安に来場してください。開場時間を早めることは原則ありません。

１日目午前の部の第１試合（Ｃ１・Ｄ１・Ｅ１・Ｆ１）のコートアシスタントは第２試合のチームより

７名出してください。

１日目午後の部の第１試合（Ｃ３・Ｄ３・Ｅ３・Ｆ３）のコートアシスタントは第２試合の両チームより

４名ずつ、それ以降の試合は負けたチームから７名（６名登録のチームは６名で可）出してください。

２日目第１試合は第２試合の両チームより４名ずつ、それ以降の試合は負けたチームから７名（６名登録

のチームは６名で可）出してください。

１日目 女子

        午前の部

７：５０       開場

８：００       監督、選手説明

８：１０ 第１試合練習

                 ８：４９       プロトコール

９：００       第１試合開始

                １０：４０       第２試合開始予定

        午後の部

１２：００       開場予定

１２：１０       監督、選手説明

１２：２０       第１試合練習

１２：５９       プロトコール

１３：１０       第３試合開始予定

                １４：５０       第４試合開始予定

１６：２０       第５試合開始予定

２日目 女子

８：００       開場

８：１０       監督・選手説明

８：２０       第１試合練習

８：５９       プロトコール

９：１０       第１試合開始

１０：５０       第２試合開始予定

１２：２０       準決勝開始予定

１４：１０       決勝開始予定

３ 会場の使用について

   ○体育館２階を待機場所として使用します。

   ○試合もしくは補助員終了後、選手や保護者は速やかに退場してください。



諸 連 絡（男女共通１日目２日目）

４ 開始式は行いませんが、監督、選手説明の時間を設けています。

  また、閉会式も実施しませんが、３位までの表彰をコート表彰で行います。

５ 公式練習中の球拾いについては、隣のコートへのスパイクボール侵入を防ぐために、ベンチ入り以外の者

も球拾いを認めます。ただし、統一された服装であること。

６ 対戦チームのどちらかが初戦の場合は、試合開始までを５０分とする。

１日目女子第５試合・２日目男女第３試合開始については、前の試合が終了してから４０分後とする。

決勝戦開始時間は準決勝が終了してから６０分後とする。

   ただし、この時間の中には、消毒・プロトコールなどを含む。

７ 大会当日、監督は「選手・スタッフ名簿」と「構成メンバー表」、「大会負担金」を大会本部へ提出する。

  なお、「選手・スタッフ名簿」には、大会当日の体温を記載して提出すること。

８ 外部指導者をベンチ入りさせる場合は、事前に県高体連様式によって「外部指導者契約書」を学校長と

締結し、さらに県高体連事務局から発行された「外部指導者証」を試合時に携帯する。

９ トレーナーのベンチ入りを認めます。監督会議の際、申請して下さい。

＊本部が準備するＩＤを携帯してもらいます。

１０ ワイピング用タオルを各チームで準備して下さい。2 人までのクイックモッパーを選手以外で認めます。

１１  感染症対策として、試合終了後、両チームで以下の場所の消毒を必ず行ってください。

プレイエリア・・審判台、ポール、ベンチ、ネット、記録席

２階・・・応援者が消毒

プレイエリアの消毒グッズは準備いたしますが、２階の消毒グッズは各チームで準備をお願いします。

１２ 駐車場については、この大会に限らず、駐車場関係のトラブルが絶えません。試合が一時中断するという

ことも度々発生しておりますので、車の駐車に関してはトラブルのないように各チームで保護者等へ切に

お願いをして下さい。なお、女子２日目大分商業高校会場は検定試験会場となっているため、駐車スペー

スが限られます。詳細については、高体連ＨＰで確認ください。検定受験のため生徒が登校してきますの

で、安全面に十分配慮して、駐車をしてください。

昨今のコロナ感染状況から、試合観戦等については、以下の対応をお願いします。

１３ 今大会では学校関係者の体育館への立ち入りはできません。

１４ 保護者の入場について

①各チーム保護者の人数は、３名までとします。当日名簿を体育館入り口受付に提出してください。

②保護者の体育館への入退場には、ＩＤが必要です。ＩＤについては、受付にて名簿に記載の人数分を

受け取り、各自携帯して入退場してください。帰る際は、人数分をまとめて受付にお返しください。

１５ 応援について

① 名簿に記載されていない保護者は体育館への立ち入りができません。

② ３年生の体育館内でのチームサポートおよび試合観戦はできません。

ただし、会場校となっているチームで大会運営上必要な場合はこの限りではありません。

③声を出してや鳴り物での応援はできません。拍手のみとします。

    ④発熱者やマスクを着用していない人、体調が悪い人は入場できません。

    ⑤２階ではソーシャルディスタンスを保ってください。



選手氏名

※本大会は試合ごとの構成メンバーの変更はできません。

※リベロは試合ごとに監督がサインする際に記録用紙に記入してください。

令和２年度
大分県高等学校新人バレーボール競技大会

構成メンバー表

チ ー ム 名

監 督

コ ー チ

マネージャー

背番号

大分県高等学校体育連盟
Oita High School Athletic Association

大分県バレーボール協会



令和２年度大分県高等学校新人バレーボール競技大会スタッフ選手名簿

※当日本部に提出してください。

※スタッフ（教員、外部コーチ）は連絡先を記入してください。

※当日朝の体温を記入してください。

日付 ○をしてください １月２３日（土） １月２４日（日）

チーム名 男　　　女

Ｎｏ． 区分（○をしてください） 氏名 連絡先（TEL） 体温

1 スタッフ・選手・マネージャー

2 スタッフ・選手・マネージャー

3 スタッフ・選手・マネージャー

4 スタッフ・選手・マネージャー

5 スタッフ・選手・マネージャー

6 スタッフ・選手・マネージャー

7 スタッフ・選手・マネージャー

8 スタッフ・選手・マネージャー

9 スタッフ・選手・マネージャー

10 スタッフ・選手・マネージャー

11 スタッフ・選手・マネージャー

12 スタッフ・選手・マネージャー

13 スタッフ・選手・マネージャー

14 スタッフ・選手・マネージャー

15 スタッフ・選手・マネージャー

16 スタッフ・選手・マネージャー

17 スタッフ・選手・マネージャー

18 スタッフ・選手・マネージャー

19 スタッフ・選手・マネージャー

20 スタッフ・選手・マネージャー

21 スタッフ・選手・マネージャー

22 スタッフ・選手・マネージャー

23 スタッフ・選手・マネージャー

24 スタッフ・選手・マネージャー

25 スタッフ・選手・マネージャー

26 スタッフ・選手・マネージャー

27 スタッフ・選手・マネージャー

28 スタッフ・選手・マネージャー

29 スタッフ・選手・マネージャー

30 スタッフ・選手・マネージャー



令和２年度大分県高等学校新人バレーボール競技大会　保護者名簿

※当日入り口受付に提出して、ＩＤを受け取ってください。

※当日検温をいたします。

※入場できる保護者は１チーム３名までです。

日付 ○をしてください １月２３日（土） １月２４日（日）

チーム名 男　　　女

Ｎｏ． 性別 氏名 連絡先（TEL） 備考

1 男性　　女性

2 男性　　女性

3 男性　　女性



令和２年 12月 12 日 
関係者各位 

感染対策および大会実施要領 

大分県高体連バレーボール専門部 

高体連バレーボール専門部としては、「令和２年度大分県高等学校新人バレーボール大会」をご案内の
通り計画、実施の予定です。 
しかしながら、コロナウィルス感染のリスクが拡大している中での大会開催ですので、以下の内容をご

理解いただき、大会運営にご協力いただきますようお願いいたします。 

１．大会へ参加する上でのお願い 
・大会への参加について、高体連から示された参加承諾書（選手本人と保護者）の提出をお願いして
います。 

・大会前、県外遠征で試合や練習試合を行ったチームもあると思います。大会２週間前からチーム 
スタッフ選手等の「健康チェックシート」(バレーボール新人大会連絡事項からDL)を作成し、 
体調の管理をして下さい。大会前２週間異常がないことを確認し、大会初日、当日の体温を記入 
したチームスタッフ参加者(監督、コーチ、マネージャー、トレーナー)名簿を提出してください。 

・試合の観戦については、チームから提出された観戦者名簿（人数を制限する予定）に記載された方
に限ります。 

・観戦者名簿については、感染者が出た場合の重要な書類となりますので、観戦者全員の氏名と確実
に連絡が取れる連絡先（電話番号）を明記してください。 

・３密を避けるため、ビデオ撮影については、試合をしている当該チームのみ許可いたします。イン
ターネットモラルや肖像権等に配慮した上でご利用ください。 

・大会終了後、感染が発覚した場合には、チーム顧問に早急かつ確実に連絡してください。 



２．監督・選手へ 

① ゲーム開始前 
 ・必要なコロナ対策用品（消毒液やマスク）は各チームで準備してください。 
 ・試合前の検温を実施すること。発熱等の風邪症状がある場合は、大会に出場できません。 
・密を避けるため、チームは指定された時間までは体育館に入場できません。 
・待機場所については、本部、体育館の指示に従い、待機場所においても密を避けた行動をするこ
と。体育館内待機場所の消毒作業を各チームにお願いします。 
・試合前練習、補助員等については、連絡事項を確認してください。 

② ゲーム中 
   ・大会関係者はマスクの着用を義務付けます。（練習、試合中の選手・スタッフを除く） 
   ・ギャラリーでの声を出しての応援はできません。拍手のみとします。 
   ・ベンチやアップゾーンの選手は、なるべく密な状態を避けるように努力する。 
   ・飲料用ボトルやコップは共用せず、個人で十分な量を準備すること。 
   ・試合開始前の握手はしない。終了時も同じ。 
   ・プロトコールのキャプテン同士の握手、審判との握手はしない。 
   ・ゲーム中の飛沫感染リスクの高い行為は自粛してください。 
   ・各チーム試合球として未使用のニューボールを必ず準備してください。 
   ・換気については、常時窓を開放します。 
   ・ナンバーパドルは使用しない。 

③ ゲーム終了後 
   ・チームは使用したベンチの椅子、ネット、ポール、ポールカバー、記録席等の消毒を行う。 
   ・表彰は、コート表彰で行う。 
   ・試合、または補助員が終了したチームは、待機場所を消毒し、速やかに帰宅してください。 
   ・発熱や体調不良、感染がある場合には、チーム顧問は感染者の状況等を把握し、早急かつ確実に

専門部に早急かつ確実に連絡する。

＊以上、現時点での大会実施要領並びに感染症対策要領です。今後、感染状況の変化や県の対応等に
より、変更することもありますので、高体連HP、MRSによる連絡等を確認ください。 



参考：ＪＶＡ審判規則委員会
●大会に参加を希望している人は、自身の体調チェックを大会２週間前から実施してください
●体温測定と症状（のどの痛み・咳・倦怠感・頭痛・食欲低下など）のチェックをお願いします。
●大会に参加する場合、この体調チェックシートを基に「スタッフ・参加者名簿」を提出していただきます。

なし あり （ありの場合は具体的に） なし あり （ありの場合は具体的に）

例 6月1日 月 36.5 〇 のどの痛み 〇 感染者との濃厚接触
海外・県外等への移動 等
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21

22
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27

28
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平均（自動計算⇒）

健康       （自己管理用）

平熱

NO 月日 曜日 起床時体温 行動記録

℃

体調確認（のどの痛み・咳・倦怠感・頭痛・食欲低下等）

平熱の参考としてください

味覚 嗅覚異常







市

道

住宅

住宅

住宅

部室
WC

体育館

管理棟

普通教室棟

特別教室棟

武道場

大商会館

水 球

プール

南門

・斜線部分 及び 植え込みは駐車禁止区域です。

・門と学校使用スペース（黄）の動線を塞がないこと。

・使用箇所以外には立ち入らないこと。

・使用後は、原状回復を行うこと。

実習棟

テニスコート

西門

東門

駐輪場

駐輪場

駐輪場

駐輪場

旧プール

倉庫

正門

通用門

階段
階段

生徒駐輪スペース

部活動用等

駐車場 22台分

検定担当教員用１２台
部活動用８台

検定担当教員用１３台

大分商業高校　校舎見取り図


