
競技・運営上の確認事項 

 

１ 本大会は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，別に示されるガイドラインに沿って運営される。 

 

２ 競技は，２０２１年度（公財）日本バレーボール協会６人制競技規則による。 
   リベロ・プレーヤーは試合ごとに２名まで登録することができる。 
 
３ 入館時刻は第１試合のチームは８：２０，第２試合のチームは９：００とする。 

 

４ 入館時に測定した体温を健康観察表（A 票）に記入し，受付に提出すること。 

 

５ 会場内ではマスクを着用すること。フロアでの練習中はマスクを外してもよいが，試合中はスタッフ・
控え選手ともにマスクを着用すること。 

 

６ ベンチ及びフロアには有効に登録された監督，コーチ，マネージャー及び選手以外は入ることができな
い。ただし，プロトコール前は，当該校の中学生の入場も認める。 

 
７ 監督，コーチ，マネージャーマークは左胸部につけ，監督，コーチは統一された服装でベンチに入るこ

と。チームキャプテンは，胸の番号の下に規定のマークを付けること。また，身体へのマジック等での
書き込みは禁止する。 

 

８ 試合前のチームは，コート係の許可が出てから自由にコートやネットを使って練習できる。（第１試合
のチームは８：３０以降）ただし，他のコートが試合中の場合はパス程度の練習とする。プロトコール
４分前からはコートチェックを行うため，練習をやめてコートから出ること。 

 

９ 試合開始の予定時刻を定めているが，第２試合以降は予定した時刻より遅れることがあっても早く開始
されることはない。プロトコールはプログラム記載時刻の１１分前とする。各試合とも最長４５分間，
最短３０分間の合同練習時間を確保する。 

 
10 公式練習は６分間とする。合同で公式練習を実施しない場合は，各チーム３分間とする。 

 

11 試合開始，終了時の握手は行わず，エンドライン上でのあいさつのみとする。 

 

12  コートチェンジ後は、大会役員による消毒作業が完了するまではベンチを使用せず、ウォームアップエ
リアで待機すること。 

 

13 控え選手は意図的な応援を行わないこと。  
 
14  １日目の点示係（２名）とラインジャッジ（４名）については以下の割当で行う。 

第１試合は第２試合のチームから３名ずつ。第２試合は第１試合の勝者チームから６名。第３試合は第
２試合の敗者チームから６名。なお,ラインジャッジのフラッグは各チームで可能な限り持参すること。 
その他の生徒役員は盛岡地区のバレーボール部員が行う。 

 

選手権大会への推薦 
１ 本大会の男女上位 4チームは、岩手県バレーボール協会推薦チームとして、第 2回岩手県中学校選手権 

大会への出場権を得るものとする。 

 

令和３年度 第２回岩手県中学校バレーボール選手権大会（概要） 

期  日 令和４年３月１９日(土)〜２０日(日) 

会  場 花巻市総合体育館(男子３面 女子４面 計７面) 

参加基準 男子２４チーム，女子２８チーム 計５２チーム 

（県新人大会ベスト４のチーム，各地区予選において出場権を得たチーム） 

※なお，新型コロナウイルス感染症の状況により大会の中止や規模の縮小など変更の可能性がある。 



審判上の確認事項 

１ 本大会は、２０２１年度（公財）日本バレーボール協会（以下 ＪＶＡ）６人制競技規則による。 

    リベロ・プレーヤーは試合ごとに２名まで登録することができる。 

 

２ 本大会からリベロの不法な交代は、ＪＶＡの取り扱いに準じる。 

  （リベロの不法な交代が発覚した時点で、遅延制裁や反則の対象となる。） 

ただし、リベロとの交代については、サイドライン上でいったん立ち止まってから交代すること。 

 

３ 各セットの開始時にコート内で円陣を組む場合、そのタイミングはスターティングラインアップ

の確認前後どちらでも構わない。 

ただし、人数は最大でも登録されたリベロ（１人～２人）を加えた８人までとし、速やかに行い、

スターティングラインアップの確認や試合開始の準備をすること。 

  なお、リベロの交代は上記２に則し、正しく行うこと。 

 

４ ゲーム中のワイピングは、原則としてコート内の選手が行う。 

コート内の選手で対処しきれない場合に備えて、クイックモッパー（２名以内）を待機させるこ

とができる。 

  クイックモッパーは、控え選手または選手以外の部員から選出する。 

  ① 控え選手の場合は、ベンチに待機して責務を果たす。 

  ② 選手以外の部員の場合は、１人は記録席脇、もう１人はベンチとウォームアップエリアの中

間で待機して責務を果たす。また、服装は選手と区別し、ボール拾い等、チームのサポートは

一切行うことはできない。 

 

５ ゲームキャプテンは、審判に対し判定について質問する権利を有するが、抗議をすることはでき

ない。また、他の競技参加者は質問する権利を有していない。 

 

６ スポーツマンとしてふさわしくない行為はしないこと。 

  相手チームに向かってのガッツポーズやラインジャッジの判定に対する抗議等は「軽度の不法な

行為」として扱い、制裁の対象となる。 

「軽度の不法な行為」は、ステージ１（口頭警告）→ステージ２（イエローカードによる警告）

のとおり、段階的に警告が与えられる。 

 

７ 今大会は、選手交代（サブスティチューション）にナンバーカードを使用しないため、交代する

選手は手を高く挙げること。 

 

８ いかなる場合でも、試合を遅らせることのないように注意する。 

  下記①～③の行為は、遅延制裁の対象となる。 

 ① 正規の試合中断（タイムアウト・選手交代）の要求後の取り消し 

② タイムアウト終了後、コートへの戻りが遅い等、試合再開を遅らせる行為 

③ ラリー終了後、サービス許可までの時間を超える長時間の靴紐の結び直し等、ラリー再開を

遅らせる行為 

 

９ 各コートには、ウォームアップエリアを設ける。ただし、エリア内でのボールの使用は禁止する。 

 

10 セット間は、試合中のチームのみフリーゾーンでのボール使用を認める。ただし、隣接コートの

試合の妨げにならないように注意し、パス程度とする。 

 

11 タイムアウトの要求は、オフィシャルハンドシグナルを明確に示すこと。 



各会場の使用上の注意事項 

１．全会場共通の注意事項 

・ごみは必ず持ち帰りください。（自動販売機の脇のゴミ箱など会場にあるゴミ箱に物を捨てないでください。） 

・手洗い、消毒をこまめにしてください。会場には石鹸や消毒液を用意します。特に飲食をする場合は手洗い、

消毒を忘れないようにしてください。 

・ホールやロビーなど、一般の方々が行きかう場所でのボールの使用、飲食、ミーティング、ウォーミングア

ップ等は禁止です。 

・生徒以外は必ずＩＤを着用してください。 

・試合が終わったらミーティングを行わず待機場所に移動してください。 

２．会場ごとの注意事項 

（１）タカヤアリーナ 

 ・送迎の駐車スペースは南側の駐車場に、待機する場合と乗車する場合はそちらを使ってください。（バスも同

じです） 

 ・降車の場合のみ、正面玄関付近の駐車スペースの使用を認めます。 

 ・正面玄関から入った場所に受付があるので、受付に健康観察表を提出して所定の場所に移動してください。 

 ・各校の待機場所（荷物置場）は、２F に上がって通路の上の観客席とします。チーム名の表示に従ってくだ

さい。 

 ・着替えは１F 東側の選手控室で行ってください。チーム名を表示するので、そちらを使用してください。 

 ・試合への入退場は各校自分たちの待機場所に最も近い階段から移動してください。 

（２）盛岡市体育館 

 ・送迎のバスは近くにある、東北地方整備局岩手気仙国道事務所で乗り降りしてください。駐車場は乗降場所

としてお借りしています。バスの待機場所はタカヤアリーナとなっています。 

 ・送迎の車は地下駐車場で転回して入り口付近で乗降してください。 

 ・写真撮影保護者の車は、西側の駐車場に停めてください。 

 ・入館後 2 階に上る際は南側の階段から 2 階に移動してください。 

 ・3 階や 2 階西側のトレーニングルームには出入りしないでください。 

 ・2 階に移動したら所定の場所に荷物を置いてください。チーム名の表示に従ってください。 

 ・2 階北側の通路は一般のお客さんが利用しますので、使用しないでください。2 階を通るときは南側の通路

を使用してください。トイレは 2 階西側のトイレか 1 階北側のトイレを使用してください。 

 ・試合の際の移動は 2 階東の北側非常通路から 1 階に移動し、北側通路で待機してください。入場時はコート

近くの入り口から入場してください。退場時は南側を移動し、東の南側非常通路から 2 階に移動してくださ

い。  

（３）渋民総合体育館 

 ・バスの駐車は北側の野球場側の駐車場にお願いします。 

 ・入館後 2 階に上る際は北側の階段から 2 階に移動してください。 

 ・2 階に移動したら所定の場所に荷物を置いてください。チーム名の表示に従ってください。 

 ・試合の際の移動は、G コートで試合をするチーム（以下 G）はステージ側の非常階段から 1 階に移動します。

H コートで試合をするチーム（以下 H）は入り口側から移動しコートサイドの出入り口から入場します。退

場はコートエンドの出入り口から移動してください。 



選手（生徒） 監督・コーチ・引率者 撮影者・参観者 大会役員

大会１日目 体温、健康状態を顧問へ報告 健康観察票（Ｂ票、１人１枚）

大会２日目 体温、健康状態を顧問へ報告
生徒・スタッフの健康状態確認

健康観察表（Ａ票）を提出
参観者(26名まで)の健康状態確認

健康観察表（Ｃ票）を提出
健康観察票（Ｂ票、１人１枚）

会場入館時

２日目、指定された時間に入り口にて
検温をし入館する。
Ｃ表に入館時の体温を記入。
　　　　マスク着用
　　　　ＩＤを着用

入館時、入り口にて検温をする
マスク・ＩＤ着用

受付
健康観察票（Ａ票）を提出し、事前申
し込みしたプログラムを受け取る

（２日目）まとまって入館し、
Ｃ表を提出

Ｂ表を提出し、ＩＤを受け取る

競技前

競技中
試合前後の握手はしない
控え選手はマスクを着用する
まとまっての応援はしない

握手はしない
練習時はマスクなし可
試合中はマスクを着用する

撮影者は自チームの試合の
ビデオ撮影を認める
（中体連、全競技）ネットに動画をあ
げたり、動画配信は禁止
参観者は拍手のみとし、声や鳴り物で
の応援はしない

競技後

手指の消毒（マスク着用）
割当に従って生徒役員
勝ちチームは会場で待機可
（密をさけ間隔をあけて座る）

手指の消毒
ベンチの消毒はコート係

２日目、敗者チームの参観者は使用し
たベンチの消毒をし、会場を出る

昼食時

その他 こまめに消毒をする　　トイレ使用後は石けんで手洗いを

昼食前後は流水で手洗い　　対面にならない　　会話を控える

客席・役員席では間隔をあけて座る　フロア入場前の手指消毒

入館時、入り口にて検温をする
（１日目、撮影者もチームと一緒に入館）

マスク着用

生徒以外はＩＤを着用

令和３年度　第５１回岩手県中学校新人大会バレーボール競技　感染症対策　一覧表

１４日間（１１月６日から） の体温を測定し記録する

大会２週間前
から前日まで

生徒・スタッフ・撮影者（2名まで）の健康状態確認
健康観察表（Ａ票）を提出

各校でＩＤ準備（カードの印刷、ケースの準備）
引率、監督、コーチ、撮影者（２日目のみ参観者あり）にも配布
１０月２７日（水）までに参加料・プログラム代金を振り込む

１１月１５日（月）～１８日（木）１２時までにエントリー確認用紙・構成メンバー表を
メールで送信する



平成３年度 第５１回岩手県中学校新人大会 タイムスケジュール 

 

１日目：１１月２０日（土） 

 ８：００  役員入場・準備 

 ８：２０  第１試合 選手・スタッフ（撮影係含む）受付・入館 

        一覧表（Ａ票）を提出し、学校ごとにまとまって入館すること。 

 ８：３０  第１試合 コート練習開始 

 ９：００  第２試合 選手・スタッフ（撮影係含む）受付・入館 

        一覧表（Ａ票）を提出し、学校ごとにまとまって入館すること。 

        ３名ずつ第１試合の補助員を行う。 

ラインズマンフラッグは、できるかぎり各チームで準備すること。 

 ９：３０  第１試合開始 

１０：３０  第２試合 コート練習開始（最長で４５分、最短で３０分を確保） 

１１：３０  第２試合開始 

        補助員は第１試合の勝者チームから６名。（敗者チームは会場を出る） 

        ラインズマンフラッグは、できるかぎり各チームで準備すること。 

１２：３０  第３試合 コート練習開始（最長で４５分、最短で３０分を確保） 

１３：３０  第３試合開始 

        補助員は第２試合の敗者チームから６名。 

 

 

２日目：１１月２１日（日） 

 ８：００  役員入場・準備 

 ８：２０  選手・スタッフ受付・入館 

        一覧表（Ａ票）を提出し、学校ごとにまとまって入館すること。 

 ８：３０  コート練習開始 

 ９：００  参観者受付・入館 

        一覧表（Ｃ票）を提出し、学校ごとにまとまって入館すること。 

 ９：３０  準決勝試合開始 

１０：３０  コート練習開始（最長で４５分、最短で３０分を確保） 

１１：３０  決勝試合開始 

 


