
東京都高体連バレーボール女子部 

 
全日本バレーボール高等学校選手権一次予選 

競技上の注意事項（出場チーム用） 
 
当専門部では、参加する生徒および学校関係者の健康と安全の確保を考慮しながら大会を運営しております。標

記大会の実施につきましては、参加チームには以下の事項をご確認いただき、１０月２３日の大会運営に是非ご協
力賜りたくお願い申し上げます。 
 
１．今大会は感染症拡大予防の観点から、一部の出場校関係者（観覧者）を除き無観客で行います。 
 
２．会場に来場する人数については、登録選手１８名、チームスタッフ、登録選手以外の部員全員および出場校関係

者（最大２０名）のみとします。 
  ※チームスタッフとは引率責任者１名（監督が教職員の場合は兼務可）、監督１名、コーチ１名、マネージ

ャー１名、帯同審判員１名の最大５名とします。 
  ※出場校関係者とは登録選手以外の部員を除いた保護者・家族・学校関係者とします。 
    

３．大会当日の受付時間に合わせて会場に来場し、全員揃った状態で受付を済ませてください。受付では所定の用
紙（健康管理チェックシート・確認書・部員名簿・出場校関係者名簿）を提出し、当日の来場者数を報告してく
ださい。 

 
４．各チームは「新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン」を十分にご確認いただき、感染防止対策をより

一層強化してください。 
 
５．出場校関係者は「出場校関係者（観覧者）用感染症対策ガイドライン」を十分にご確認いただき、大会運営に支

障が出ないよう、感染防止対策をより一層強化してください。 
 
６．コート内でプレーする選手以外は必ずマスクを着用してください。また、試合の応援に関してはベンチ控え選

手もギャラリーにいる選手・部員もチームでまとまった応援は控えてください。メガホン、うちわ、ペットボ
トル、スティックバルーン、太鼓等を使用し、飛沫を拡散させるような応援や競技運営上支障をきたすような
応援も控えてください。 

 
７．審判については当専門部役員及び補助役員が担当します。 
 
８．大会当日は全試合「スポーツブル」サイトにてライブ配信を行います。 
  ※ライブ配信を希望しないチームがありましたら、以下問い合わせ先までご連絡ください。 
 
９．11 月より実施します「新人選手権大会」の入場制限等につきましては、改めて大会要項でご確認下さい。 
 
 
 
 
 



【大会当日の時程】 受付時間、試合開始時間は以下の通りとします。  
  
（１）登録選手・チームスタッフ・登録選手以外の部員  
  ◇午前の試合（第 1 試合～第 3 試合）  

 開場時間  入場受付時間  コート使用練習  プロトコール  

1 試合目のチーム  8:00 8:00～ 8:10 8:10～ 8:40 8:40 

2 試合目のチーム  8:10 8:10～ 8:20 
第１試合終了後  

30 分間  
コート使用練習  

終了時刻  
  ◇午後の試合（第４試合～第６試合）  

 開場時間  入場受付時間  コート使用練習  プロトコール  

４試合目のチーム  13:00 13:00～ 13:10 13:10～ 13:40 13:40 

５試合目のチーム  13:10 13:10～ 13:20 
第４試合終了後  

30 分間  
コート使用練習  

終了時刻  
     

※引率責任者は、入場受付時に「参加同意書兼健康チェックシート・確認書・部員名簿」
を提出し、まとまって入場してください。  

※登録選手とベンチスタッフ以外は体育館フロアに降りられません。  
※登録選手のうちエントリー選手 14 名以外は、プロトコール開始後はギャラリーでの観

戦とします。  
※第 2（第 5）試合のチームは、受付入場後にサブアリーナでの練習ができます。ただ

し、サブアリーナに入れるのは登録選手 18 名及びチームスタッフのみとします。  
※試合を観戦できるのは、試合を行っているチームの登録選手以外の部員と出場校関係者

のみです。他チームの試合を観戦することはできません。  
 
（２）出場校関係者（最大 20 名）         

  ◇午前の試合（第 1 試合～第 3 試合）      ◇午後の試合（第４試合～第６試合）  
 入場受付時間    入場受付時間  
1 試合目のチーム  8:20～ 8:30  ４試合目のチーム  13:20～ 13:30 
2 試合目のチーム  9:20～ 9:30  ５試合目のチーム  14:20～ 14:30 

  
    ※入場受付時に、責任者が出場校関係者全員の「参加同意書・健康管理チェックシート」と「出

場校関係者名簿」を提出してください。 
※入場方法や待機場所につきましては、役員の指示に従ってください。  
※出場校関係者は、まとまって入場していただきます。途中入場や再入場、途中退場はでき
ません。  

※会場の密を避けるため、入場受付時間よりも大幅に早く来場することはご遠慮ください。 
※試合の進行によって入場時間が遅れる場合があります。  
 

以  上   
 

【問い合わせ先】                
競技委員長 及川 泰徳 (東京都立千早高等学校) 

03-5964-1721 



東京都高体連バレーボール女子部 

 
全日本バレーボール高等学校選手権一次予選  
出場校関係者（観覧者）用感染症対策ガイドライン 

 
基本姿勢 
 ・今大会はワクチン接種者の優遇等は一切ございません。 
 ・今大会は感染症拡大予防の観点から、一部の出場校関係者（観覧者）を除き無観客で行います。 
 ・出場校関係者は、今大会が定める「感染症予防対策」に従っていただきます。 
 ・今大会は、声援は厳禁になります。拍手程度の応援にご理解ご協力してください。 
 ・現在の社会情勢より大会の趣旨をご理解いただけない場合は、入場拒否または退場していただきます。 
  
出場校関係者（観覧者）について 
 ・各校最大２０名（登録１８名以外の部員を除く）としてください。 
  構成は、各校に任せます。（保護者や家族、学校関係者など） 
 ・各校責任者を１名つけてください。 
 ・観覧者は、事前に配布される ID を必ず首から下げてください。ID のない方の入場は認めません。 
  （カードフォルダーは各校でご準備ください。IDに学校名と名簿の整理番号１～２０を記入してください。） 
 ・入場される方の一覧を別紙「出場校関係者名簿」に記入し入場時に必ず提出してください。 
 ・入退場は、大会役員の指示に従っていただきます。（検温、チェックシート提出、手指消毒） 
 ・入場口は、選手入口とは別の場所になります。指示があるまでは、密を避け各校で待機してください。 
・出場校関係者は、まとまって入場していただきます。途中入場や再入場、途中退場はできません。 

 ・観覧者は、競技フロアに下りることや登録選手、ベンチスタッフとの接触は会場内ではできません。 
 ・午前、午後第１試合終了後、勝者チームの出場校関係者は、待機場所に移動いただきます。また、全ての試合に

おいて、敗者チームの出場校関係者は役員の指示により、退場していただきます。（残って、他の試合を観るこ
とはできません） 

 ・観覧者は全員マスクを着用し、発声を伴う応援や鳴り物（打楽器・メガホン・スティックバルーン等）を使用し
た応援は禁止します。 

  
感染症予防対策 
 ・出場校関係者として入場される方は、「参加同意書・健康管理チェックシート」を用いて体調を記録して不備の

ない状態で大会当日責任者が受付に提出してください。 
 ・参加者が以下の事項に該当する場合は、参加校の責任において該当者の参加を見合わせてください。 
  ア．体調がよくない場合 
（例：平熱を超える発熱・咳・咽頭痛・強いだるさ・息苦しさ・味覚臭覚の異常など症状がある場合） 

  イ．同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 
  ウ．濃厚接触者である場合 
  エ．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 
 ・責任者は、退場する際に「参加同意書・健康管理チェックシート」と受け取り、大会後の感染発生に備えて１カ

月程度保管してください。 
 ・「出場校関係者名簿」の番号と「参加同意書」の整理番号が一致するようにお願いします。 
 ・各チームとも消毒用アルコールなどを用意し、こまめな手洗いや手指消毒を実施してください。 



 
会場使用上の注意 
 ・各個人がゴミの持ち帰りを徹底してください。 
 ・会場内での飲食は必要最小限にとどめ、指定場所以外では行わず、周囲に人との距離を取ってください。 
 ・応援用の横断幕を設置する際にはひもを使用し、養生テープを含むテープ類を使用しないでください。 
 ・応援用の“のぼり”などはご遠慮ください。（横断幕のみとする） 
  

 
その他 
 ・参加者が大会終了後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、主催者へ速やかな報告を行って

ください。（都立桜修館中等教育学校 飯田 TEL03-3723-9966） 



整理
番号

学年
整理
番号

学年

1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

7 16

8 17

9 18

19 31

20 32

21 33

22 34

23 35

24 36

25 37

26 38

27 39

28 40

29 41

30 42

登録選手以外

引責任者（1名）

※部員が書ききれない場合には、この用紙をコピーして記入してください。

緊急連絡先

マネージャー（1名）

登録選手
氏　　　名

コ ー チ（1名）

帯同審判員（1名）

東京都高等学校体育連盟バレーボール女子部

学    校    名

監  督  （1名）

チームスタッフ

第75回全日本高等学校バレーボール選手権大会一次予選

　【部員名簿】

氏　　　名

※チームスタッフ及び登録選手の変更については、所定の「変更届」を提出してください。

様式１

※「緊急連絡先」欄については、引率責任者の大会当日に連絡が取れる電話番号をご記入ください。



ID

1 （責任者）

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

※　「参加同意書・健康チェックシート」の整理番号とID番号が同じになるように記入してください。

出場校関係者氏名 緊急連絡先

様式２ 東京都高等学校体育連盟バレーボール女子部

第75回全日本高等学校バレーボール選手権大会一次予選

　【出場校関係者名簿】

学    校    名



第75回全日本高等学校バレーボール
選手権大会　東京都一次予選
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IDNo.
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