
令和３年度	 第７４回全日本バレーボール高等学校選手権大会宮崎県大会	 連絡事項	 

宮崎県バレーボール協会	 	 

	 

１ 入場制限について（無観客試合）	 	 	 	 	 
（１） 大会期間中においては、チームスタッフ【監督（1 名）・コーチ（1 名）・マネージャー(1 名)・

トレーナー（２名以内）・随行審判員（1 名）】と選手及びビデオ撮影者（２名以内）以外の入

場を認めません。	 （保護者はビデオ撮影者 2 名以内とします）	 

（２） エントリー以外の選手については、入場可とするが、待機場所では間隔を空け、観戦させてく
ださい。	 	 

（３） 館内への入場者は、大会期間中は毎日受付にて「健康チェック票・入場者名簿」を提出し、体
温を測定した後に入場可能となります。	 	 	 

（４） 館内への入場者はＩＤ（名札）の着用をお願いします。ＩＤは、各チームで事前に準備してい
ただくようご協力をお願いいたします。（今後の大会も使用することになります。チームで保管

して下さい）	 	 	 

	 	 	 	 	 

２ 健康観察について	 	 
（１） 入館予定者のチームスタッフ【監督（1 名）・コーチ（1 名）・マネージャー(1 名)・トレーナー

（２名以内）・随行審判員（1 名）】と選手及びビデオ撮影者（２名以内）は、全員揃って受付

へお越しください。	 	 

（２） 検温は、入り口（受付時）で行っています。「健康チェック表・入場者名簿」を作成し提出して
ください。各チーム毎日作成し、提出をお願いいたします。	 	 

（３） 当日	 37.5	 度以上の熱がある方の入館はご遠慮いただきます。	 	 
（４） 受付・検温の終了後、各チームで準備したＩＤを着用して下さい。ＩＤを着用していない場合

は、会場内に入れませんのでご注意ください。	 

（５） 11 月 14 日（日）の決勝戦については、エントリー選手×1 名分の保護者の入場を認めます。	 	 
	 	 

３ 選手・スタッフ・保護者の待機場所について	 
（１） 入場許可の出たチームのチームスタッフ【監督（1 名）・コーチ（1 名）・マネージャー(1 名)・

トレーナー（２名以内）・随行審判員（1 名）】と選手及びビデオ撮影者（２名以内）は、フロア

の指定された待機場所で間隔を空けて待機してください。	 	 館内及び待機場所での練習（ウォ

ーミングアップ含む）はできません。	 

（２） ブルーシートを広げての場所取りは一切ご遠慮ください。	 	 
（３） 試合終了後及び補助員業務終了後は速やかに体育館内から退場願います。	 	 
（４） 会場内での食事はできません。	 
（５） 校内への駐車が許可されている会場では、保護者の待機場所は原則車内となります。体育館入

口や窓から試合を観戦することはご遠慮ください。	 

	 

４ マスク着用について	 	 
（１） 原則として、試合中におけるコート内の選手以外は、必ずマスクを着用してください。	 
（２） リベロリプレイスメントによる選手のマスクについては各自で判断し着用してください。	 	 
５ 消毒について	 	 
（１） 体育館入場の際は受付にて手指消毒にご協力ください。チームや個人で消毒液を持参できる場

合はトイレの後など、こまめな消毒をお願いします。	 	 

（２） 使用したベンチ等については、各チームで消毒液・タオル等を用意し、消毒液を使用し拭いて
から移動してください。なお、利用する前も、各チームで消毒をお願いします。	 	 

	 	 

６ 換気について	 	 
（１） 原則として、館内の窓、カーテンは開けて換気しながら試合を実施する。	 	 
（２） 競技責任者、会場責任者の判断で、カーテンを閉める場合もある。	 	 
	 	 



７ ウォーミングアップについて	 	 
（１） 定められた時間と場所以外での練習（ウォーミングアップ含む）は行わないでください。	 
	 

８ 更衣について	 	 
（１） 指定された更衣場所で更衣を行ってください。更衣室内では三密の状態になりがちですので譲

り合ってご使用ください。使用後は各チームで責任を持って消毒にご協力ください。	 	 

	 	 

９ 観戦について	 	 
（１） 応援はできません。観戦のみになります。声は出せませんので、拍手のみとなります。	 	 
（２） 太鼓等、鳴り物は禁止とします。	 
（３） アップゾーン等で控え選手の声を出しての応援もご遠慮ください。	 	 
（４） エントリー選手以外の観戦は待機場所で座って観戦してください。	 
	 

10 駐車場について	 	 
（１） 駐車場スペースに限りがあります。できる限り乗り合わせで来てください。	 	 
（２） 試合終了後、出来る限り速やかに会場からご移動いただきますようお願いします。	 	 
（３） １１月３日（水・祝）の各高校会場への駐車の可否に関しては以下の通りとします。	 

会	 場	 名	 駐	 車	 の	 可	 否	 

延岡工業高校	 可（会場校の指示に従ってください）	 

宮崎工業高校	 チームスタッフとビデオ撮影保護者（２名以内）については可、それ以外については不可	 

宮 崎 南 高 校	 チームスタッフとビデオ撮影保護者（２名以内）については可、それ以外については不可	 

都城農業高校	 チームスタッフとビデオ撮影保護者（２名以内）については可、それ以外については不可	 

延岡商業高校	 可（台数制限あり：会場校の指示に従ってください）	 

宮崎大宮高校	 チームスタッフのみ可、それ以外については不可	 

宮崎日大高校	 可（会場校の指示に従ってください）	 

鵬 翔 高 校	 チームスタッフとビデオ撮影保護者（２名以内）については可、それ以外については不可	 

都城商業高校	 可（台数制限あり：会場校の指示に従ってください）	 

飯 野 高 校	 可（会場校の指示に従ってください）	 

	 	 ※台数制限のある会場校から後日、該当チームに駐車券が送付されてきます。当日は車内の見えや

すい場所に掲示をお願いいたします。	 

	 	 ※大型バス及びマイクロバス等で会場に来られるチームは、必ず会場校と連絡を取ってください。	 

11 時間設定について	 	 
１１月３日（水・祝）、１１月６日（土）	 

設定時間	 午前（第１・第２試合）	 午後（第３・第４試合）	 

１	 開	 	 	 門	 ７時４０分	 １２時４０分	 

２	 開	 	 	 館	 ８時００分	 １３時００分	 

３	 受	 	 	 付	 ８時 0５分	 １３時 0５分	 

４	 代表者会議	 ８時２０分	 １３時２０分	 

５	 練	 	 	 習	 
第２：８時３０分～８時５０分	 

第１：８時５０分～９時１９分	 

第４：１３時３０分～１３時５０分	 

第３：１３時５０分～１４時１９分	 

※3 試合しかない場合	 

第３：１３時３０分～１３時４９分	 



６	 試合開始	 

９時３０分	 

第 2 試合は前試合終了後	 

30 分後に試合開始	 

１４時３０分	 

第４試合は前試合終了後	 

30 分後に試合開始	 

	 

※3 試合しかない場合	 

１４時００分	 

７	 競技補助員	 

第 1 試合は第 2 試合のチーム	 

	 

第 2 試合は第 1 試合に負けたチーム	 

第 3 試合は第 4 試合のチーム	 

第 4 試合は第 3 試合に負けたチーム	 

	 

※3 試合しかない場合	 

第 3 試合は会場校のチーム	 

	 

１１月７日（日）男子（串間市総合体育館）	 ※試合開始時間は設定時間とします	 

設定時間	 第１試合チーム	 第２試合チーム	 第３試合チーム	 第４試合チーム	 

１	 開	 	 	 門	 ７時４０分	 ‐	 ‐	 ‐	 

２	 開館・来館	 ８時００分	 ９時００分	 ８時１５分	 １１時００分	 

３	 受	 	 	 付	 ８時０５分	 ９時０５分	 ８時２０分	 １１時０５分	 

４	 試合開始	 ９時００分	 １０時００分	 １１時００分	 １２時００分	 

	 	 

	 	 １１月 7 日（日）女子（小林市民体育館）	 ※試合開始時間は設定時間とします	 

設定時間	 第１試合チーム	 第２試合チーム	 第３試合チーム	 第４試合チーム	 

１	 開	 	 	 門	 ７時４０分	 ‐	 ‐	 ‐	 

２	 開館・来館	 ８時００分	 ９時３０分	 ８時２５分	 １２時３０分	 

３	 受	 	 	 付	 ８時０５分	 ９時３５分	 ８時３０分	 １２時３５分	 

４	 練	 	 	 習	 
8 時３０分～	 

8 時４９分	 

１０時００分～	 

１０時１９分	 

１１時３０分～	 

１１時４９分	 

１３時００分～	 

１３時１９分	 

４	 試合開始	 ９時００分	 １０時３０分	 １２時００分	 １３時３０分	 

	 	 ※女子については練習会場がないために練習時間を設定しています。	 

１１月７日（日）の競技補助員(男子・女子)	 

第１試合	 第２試合	 第３試合	 第４試合	 第５試合	 第６試合	 

第 3 試合のチーム	 前	 試	 合	 に	 負	 け	 た	 チ	 ー	 ム	 

	 

12 エントリーについて	 
	 （１）コロナ禍のため、十分な選手選考ができないまま大会申込をしなければならない状況がありま

した。そのため、今年度の大会は大会当日に最終エントリーを行うことを認めることとします。

最終エントリーの用紙は、当日受付にて配布します。	 

	 

13 その他	 	 
	 （１）大会参加にあたっては、「新しい生活様式」を遵守し、大会役員、会場校等の指示に従い行動

してください。	 

	 （２）宮崎県バレーボール協会及び各地区バレーボール協会の理事や役員については、健康チェック

シートを当日提出いただき、検温の上・受付名簿に氏名・住所等を記入し、ID 着用により入場

を許可しております。	 

	 （３）教育委員会、中学校関係者等は、名札・名刺等で確認後、検温の上・受付名簿に氏名・住所等

を記入し、ID 着用により入場を許可しております。	 

	 （４）今後、新型コロナウイルス感染症が各学校等で発生した場合は、学校長の判断に従い、宮崎県

バレーボール協会理事長までご連絡ください。	 



	 （５）本大会の開催につきましては、新型コロナウイルスの感染状況を見ながら判断することになり

ますが、１１月末までに宮崎県代表を決める必要があるため、以下のような対応とさせていた

だきますので、御理解と御協力のほどよろしくお願いいたします。	 

状	 	 況	 対	 	 応	 

１１月３日（水・祝）	 

試合が実施できない場合	 

１１月３日（水・祝）・１１月６日（土）の試合は中止とし、	 

１１月７日（日）に現ベスト８以上のチームで、準々決勝・準

決勝を実施する。	 

１１月７日（日）	 

試合が実施できない場合	 

準々決勝の試合は中止し、１１月１４日（日）の午前中に現第

１シードから第 4 シードまでのチームで準決勝を実施し、午後

から代表決定戦を実施する。（全て３セットマッチ）	 

１１月１４日（日）	 

試合が実施できない場合	 

準決勝の試合は中止し、１１月２９日（月）に現第１シードと

第２シードのチームで代表決定戦を実施する。会場は県体育館

の予定。（３セットマッチ）	 

１１月２９日（月）	 

試合が実施できない場合	 
（現在調整中）	 

	 


