
「平安杯 第 66 回 全九州バレーボール総合選手権大会（高校の部）県予選会 兼 第 76 回 国民体育大

会選手選考会」における新型コロナウイルス感染症対策に係る大会実施ガイドライン（2021.4.11） 

 

沖縄県バレーボール協会 

 

本ガイドラインは、（公財）日本バレーボール協会が作成した「大会運営ガイドライン －新型

コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する感染防止策－（2021.3.5）」、沖縄県高等学校体育連盟

（以下「県高体連」という。）が作成した「【専門部、引率者・指導者用】県新人及び定通制秋季大

会開催における新型コロナウイルス感染症に係る大会実施ガイドライン（2021.1.13）」（資料１）

および「【選手・保護者用】新型コロナウイルス感染症に係る大会実施ガイドライン（2021.1.13）」

（資料２）を参考に作成しており、本大会に関わる全ての者は、本ガイドラインを遵守すること。 

 

【参加者向け】 

（参加への同意） 

１．本大会に参加する生徒（大会初日提出の参加申込書に記載される選手およびマネージャー）

は、大会参加同意書（様式１）を保護者と連署の上、学校長へ事前に提出すること。提出され

た同意書は、大会終了後約１か月間、各学校で保管すること。 

（入館者の制限） 

２．当日の入館者は、大会初日提出の参加申込書に記載された者（監督、コーチ、マネージャー、

選手、引率責任者）およびチームトレーナー（１名）のみとする。 

（入館者の健康観察） 

３．引率責任者は、4/3(土)から 5/3(月)までの期間、各学校で使用している健康観察シートまた

は県高体連が提供する健康観察シートを使用し、試合当日の入館者の健康観察を継続して行う

こと。期間内に新型コロナウイルス感染症の発症があった場合には、本協会に対して速やかに

報告すること。 

（入館者の把握） 

４．引率責任者は、試合当日の入館者リスト（様式２）を作成し、監督またはコーチ（以下「チー

ムの代表者」という。）を通じて、代表者ミーティングの際に各競技副委員長に提出すること。

尚、監督、コーチ、引率責任者およびチームトレーナーは、身分証明書（職員証、外部指導者

証、名刺等）を持参の上、ホルダーに入れるなどし、入館から退館まで常時着用すること。 

（代表者ミーティング） 

５．チームの代表者は、試合当日 08：30 より各会場にて行われる代表者ミーティングに必ず参加

すること。その際、引率責任者が作成した入館者リストを持参すること。 

（入退館） 

６．入退館は、入館者全員が揃った状態で行うこと。引率責任者は、前試合の両チームの入館者

全員が退館後、受付係または審判員の指示に従い入館させ、試合終了後、審判員の指示に従い

速やかに退館させること。尚、補助員（８名）の入退館については、審判員の指示に従うこと。 

７．入館者は、更衣室等の利用のために入館する際も、受付係の指示に従って入館すること。そ

の際、除菌シート等を持参し、自身が触れたと考えられる場所を消毒すること。尚、更衣室の

使用方法については、各会場のルールを厳守すること。 



（観戦時の注意事項） 

８．引率責任者は、ベンチ入りしない選手およびチームトレーナー（以下「観戦者」という。）に

対し、入館時の手指消毒、マスクの着用、観戦者間の距離（できるだけ 2m 以上）の確保、大声

での会話および応援の禁止を徹底させること。 

（消毒） 

９．チームは、除菌シート等を持参し、試合終了後に、使用したベンチおよびモップの柄を消毒

すること。尚、チェンジコートの際は、ベンチおよびモップも一緒に移動すること。 

10．観戦者は、除菌シート等を持参し、試合終了後に、観戦時に触れたと考えられる場所（椅子、

テーブル、観客席、ギャラリーの手すり等）を消毒すること。 

11．審判員は、試合終了後に、使用した線審のフラッグ、得点板、ブザー、ボール、筆記用具な

どを消毒すること。 

 

【役員等向け】 

（入館者の制限） 

１．試合当日の入館者（以下、「役員等」という。）は、本協会常任理事、大会役員（共催団体およ

び特別協賛企業の役員）、競技役員、補助役員、参加校の管理者、報道関係者、学校アルバム業

者および県高体連バレーボール専門部（以下、「専門部」という。）の許可を得た者のみとする。

尚、入館を希望する役員等は、事前に、県高体連バレーボール専門部委員長へ連絡すること。 

（入館者の健康観察） 

２．役員等は、4/3(土)から 5/3(月)までの期間、県高体連が提供する健康観察シート等を使用し、

自身の健康観察を継続して行うこと。期間内に新型コロナウイルス感染症の発症があった場合

には、本協会に対して速やかに報告すること。 

（入館者の把握） 

３．競技役員および補助役員を除く役員等は、入館の際、受付にて、専門部が作成する入館者リ

ストに必要事項を記入の上、署名を行うこと。また、身分証明書（職員証、外部指導者証、名刺

など）を持参の上、入館から退館まで必ずホルダーに入れ、常時着用すること。 

（代表者ミーティング） 

４．競技役員は、大会期間中、毎日 08：30 より各会場にて行われる代表者ミーティングに必ず参

加すること。 

（入退館） 

５．役員等は、受付係または競技副委員長の許可を得て入館すること。また、退館する際は、受

付係または競技副委員長に報告すること。 

（観戦時の注意事項） 

６．役員等は、入館時の手指消毒、マスクの着用、他の役員等との距離（できるだけ 2m 以上）の

確保、大声での会話および応援の禁止を徹底すること。 

（消毒） 

７．役員等は、除菌シート等を持参し、自身が触れたと考えられる場所（椅子、テーブル、観客

席、ギャラリーの手すり等）を消毒すること。 

８．競技役員および補助役員は、各会場係の指示に従って、使用する器具および複数の入館者が

触れると考えられる場所を、こまめに消毒すること。 



【大会開催に係る判断】 

１．開催中止については、本協会および専門部で協議し、本協会が決定する。 

２．開催中止とした場合、「第 66 回 全九州バレーボール総合選手権大会（高校の部）」への本県

代表としての派遣推薦校は、前大会（KBC 学園杯 第 69 回 全沖縄高等学校冬季バレーボール

選手権大会）の上位 2 校とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（資料１） 

【専門部、引率者・指導者用】 

沖縄県高等学校体育連盟 

 

県新人及び定通制秋季大会開催における新型コロナウイルス感染症に係る 

大会実施ガイドライン（2021.1.13） 

 

 大会前の確認  
 

１．引率者及び指導者は、部活指導時において感染防止対策(手指消毒、換気、衛生品の共用厳禁

等)を徹底すること 

２．健康観察については、学校で使用している健康観察シート、または高体連が提供する健康観

察シートを使用し、１４日前から記録するなど、継続し健康観察を行うこと。 

３．①息苦しさ（呼吸困難）・②強いだるさ（倦怠感）・③発熱・④風邪症状がひとつでも確認され

た場合は登校を控えるよう指導し、場合によってはかかりつけ医等に受診するよう保護者に対

し促すとともに、当該校の校長へ連絡するなどの対策を講じること。 

４．専門部が事前に施設借用手続きの際に、大会実施におけるガイドラインの提示と確認、施設

管理者が行う感染対策（換気設備の点検、手洗い用の石鹸やペーパータオル等）や運営側から

出たごみ処理等について事前確認を行うこと。 
 

 調査の備え  
 

１．引率者は、選手と保護者連署で別紙の大会参加における同意書を取り、校長へ提出する。   

また、同意書は各学校で大会終了後約一ヶ月間保管すること。 

２．大会参加当日は自宅で検温及び健康チェックを行い、保護者のサイン等同意を求め、監督・

引率者等へ提出するなどのチェック体制を整えておくこと。 

３．大会運営者等に対しては名簿を事前に作成するとともに、運営者用の健康観察シートによる

体調の確認を徹底する。 

４．引率者は参加者の移動記録のため、航空機利用の際には座席番号を記録しておくこと。 
 

 大会開催時の確認  
 

１．生徒の会場への送迎は極力保護者に依頼し、学校バス等使用に際しては、人数制限をもうけ

る・窓を開け換気を常に行う・マスク着用し座席を離す・ドアノブなどを消毒する・乗車前に

健康確認を行うなどの配慮を講じるとともに、競技終了後はすみやかに帰宅させること。 

２．生徒の密集を避けるため、試合開始直前に会場入りし、競技終了後は速やかに解散するなど

の工夫を講じること。（ミーティングの時間短縮や回数等を工夫） 

３．大会会場の出入口は基本的に一か所とし、生徒及び監督や審判を含む関係者の動線を限定す

るなど、参加者制限の管理を徹底する。 

４．会場に入場する生徒の人数確認を行うとともに、関係者以外の入場制限を徹底する。そのた

め、会場への入場は人数確認のため、学校単位で生徒全員揃ってから入場を促すなどの対策を

講じること。 

 



５．ホイッスル使用時など、マスクを外す場合以外のマスク着用と手指消毒をこまめに行い、大

会運営に携わる方々においても感染防止対策を講じること。 

６．大会期間中は各会場に感染防止対策係等を配置し、入場の際の手指消毒補助や人が触れる箇

所（ドアノブ・手すり等）を、１日複数回消毒するなどの対策を講じること。（除菌に使用する

消毒用液や手袋等は、専門部で事前準備すること） 

７．各会場において、手指消毒液の設置、マスク着用を呼びかけるとともに、引率者等は生徒の

マスク忘れや破損等のため予備マスクを持参しておくこと。 

８．原則入場制限（無観客試合）を行う。 

屋内競技の会場内への出入りは、部員及びマネージャー、顧問、コーチ、引率者、審判を含

む役員のみとする。また、屋外競技については、屋内競技の入場者を含め、保護者については、

各競技の特性等を踏まえたうえで、各専門部の判断を尊重し検討する。 

９．各競技の競技時間・点数等の短縮や運営方法（タイムレース・セット数等）を可能な限り工

夫する。また、屋内競技においては感染対策として換気システム等を適切に活用すること。 

10．水分補給容器やタオルに関してはチーム共用を避け、個人のものを使用し、共用物の適正な

管理と消毒を徹底する。（チームマスコットやベンチ座面タオルの禁止等含む） 

11．開閉会式を実施せず、表彰においては３密にならないよう工夫する。 

12．握手やハイタッチ、肩を組むなどの身体接触、近距離での会話や大声での応援などの感染防

止対策を徹底すること。 

13．密集を避けるため、人が集まるスタンド、運営スタッフの待機や食事等の際は、人との間隔

を１～２ｍ程度あけるよう指導すること。 

14．運営スタッフの密集を避けるため、審判割り当てを連続にするなど、終了後は速やかに帰宅

できる工夫を講じること。 

15．更衣室等の利用に当たっては、短時間の利用とし、一斉利用を禁じるなど指導すること。 

16．大会期間中、生徒に発熱や風邪等の症状者が出た場合は大会参加を認めない。その場合、保

護者へ連絡し早急な帰宅を促すこと。 

17．帰宅後、生徒の中に発熱や風邪等の症状者が出た場合には、その他の部員に対して連絡をと

り症状の確認、場合によってはかかりつけ医等に受診できるよう連絡体制を整えておくこと。 

18．個人のゴミは、ビニール袋に入れて密閉して縛り、持ち帰りの指導徹底を行うこと。また、

運営側から出たゴミについてもビニール袋に入れて密閉して縛り、廃棄等については、施設管

理者と事前確認を行うこと。 
 

 離島参加者への確認  
 

１．空路を利用する場合は、搭乗及び降機に関し可能な限り、先乗り後降りの配慮を事前に調整

しておく。また、マスク着用と手指消毒を携行し、感染対策を行うこと。 

２．宿泊プランを、大部屋から小部屋とし、体調不良者等の対応について事前に宿泊先と調整し

ておくこと。 

３．引率者は体調不良者等の付き添い職員について、派遣が可能かを含め、事前に学校管理者と

調整すること。 

 
 



 大会開催に係る判断  
 

１．臨時休業中及び出席停止中の生徒、自宅待機職員の大会参加はできない。 

２．大会期間中に参加者（生徒・審判等関係者含む）から感染者が出た場合は、保健所が行う調

査等に協力すること。なお、大会開催については状況に応じ競技の延期または中止を含め検討

する。 
 

 大会後の対応  
 

１．大会終了後 2 週間以内の健康観察を実施すること。 

２．大会終了後 2 週間以内に発症した場合は、高体連に対して速やかに報告すること。 

 

※ 本ガイドラインは、令和 3 年 1 月 13 日時点に基づき作成しました。今後、感染状況に応じて

見直しが行われた場合は、改めてホームページ等でお知らせ致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（資料２） 

【選手・保護者用】 

沖縄県高等学校体育連盟 

 

県新人及び定通制秋季大会開催における新型コロナウイルス感染症に係る 

大会実施ガイドライン（2021.1.13） 

 

１．大会の開催に関する基本対策 

大会はこれまでスポーツ庁及び沖縄県から通知されたガイドライン等に基づき、以下の 4 つ

の項目について本連盟は万全の感染防止策を講じた上で開催致します。 
 

① 大会前後の健康観察確認（１４日前から検温等対策） 

② 開催期間・時間（同一空間での滞在時間等対策） 

③ 開催場所（換気の状態等予防対策） 

④ 開催規模（大会参加人数、観客人数等対策） 
 

  以上 4 つの項目への具体的な対策を下記の通り行い、万全な対策を講じて大会を実施致しま

す。保護者の皆様にも安全に開催できるよう生徒の健康管理に最新の注意を払って頂きますよ

うお願い申し上げます。また、開催中に感染の状況（生徒の感染や県内の感染拡大など）に応

じて、大会の延期や中止になる場合もございますのでご理解とご協力の程よろしくお願い致し

ます。 

 

２．大会前と大会開催時等の具体的な感染防止対策 

（１）大会前後の対策 

ア 別紙の同意書を選手と保護者連署の下、校長へ提出してもらいます。 

イ 生徒は学校で使用している健康観察シート、または高体連が提供する健康観察シートを

使用し、１４日前から状態の記録を行い、引率者及び指導者はシートを用い健康観察して

頂きます。 

ウ ① 息苦しさ（呼吸困難）・② 強いだるさ（倦怠感）・③ 発熱・④ 風邪症状のいずれか

の症状がある場合は、学校を休むなど感染防止を行っていただくと共に、場合によっては

かかりつけ医等に受診をして頂きます。 

エ 大会参加当日も生徒は自宅で検温及び健康チェックを行い、サイン等保護者の確認の上、

監督・引率者等へ提出するチェック体制を整えます。 

オ 大会終了後 2 週間以内の健康観察を実施致します。 

（２）大会開催時の対策 

ア 生徒の会場への送迎は極力保護者でお願いいたします。 

イ 生徒の密集を避けるため、試合開始直前に会場入りし、競技終了後は速やかに解散する

などの工夫を講じます。（ミーティングの時間短縮や回数等も工夫） 

ウ 手指消毒やマスク着用などの基本的な感染防止対策を徹底します。また、大会会場の出

入口は基本的に一か所とし、生徒及び監督や審判を含む関係者の動線を限定するなど、参

加者制限の管理を徹底します。 



エ 大会運営者等に対しては名簿を事前に作成し、参加の有無及び運営者用健康観察シート

による体調の確認を徹底します。 

オ 大会期間中は各会場に感染防止対策係を配置し、入場の際の手指消毒補助や手が触れる

箇所（ドアノブ・手すり等）を、1 日複数回消毒するなどの対策を講じます。 

カ 密閉空間を避けるため、定期的に会場内に外気を入れるなどの換気を行います。 

キ 更衣室等の利用は、短時間の利用とし、一斉利用を禁じるなどの注意喚起を行います。 

ク 密接場面を避けるため、握手やハイタッチ、肩を組むなどの身体接触を避け、近距離で

の会話や大声での応援を慎むなどの感染症防止対策を行うとともに、適宜放送等を活用し

指導を行います。 

ケ 水分補給容器等はチーム共用を避け、個人の物を使用する等の指導を徹底します。 

コ 帰宅後、生徒に風邪症状や高熱者等が出た場合には、その他の部員に対しても連絡をと

り、症状の確認を行い、場合によっては医療機関を受診できるよう連絡がとれる体制を整

えます。 

サ 発熱や風邪等の症状がみられる場合は、大会出場を認めない。その場合、保護者に連絡

しますので、早急な帰宅の対応をお願い致します。また、離島からの参加者においては、

保護者に代わる緊急時対応者を事前に学校管理者と調整することとなっております。 

シ 上記「サ」とともに、該当者以外の部員に対しても連絡をとり、症状の有無確認を行い

ます。 

※ 大会終了後２週間においても経過観察を行って頂きます。 

ス 引率者は、他の選手等を含めた健康観察を徹底します 

（３）大会の規模等を縮小した対策について 

ア 開閉会式を実施せず、表彰においては３密にならないよう工夫します。 

イ 原則入場制限（無観客試合）を行う。 

屋内競技の会場内への出入りは、部員及びマネージャー、顧問、コーチ、引率者、審判

を含む役員のみとする。また、屋外競技については、屋内競技の入場者を含め、保護者に

ついては、各競技の特性等を踏まえたうえで、各専門部の判断を尊重し検討する。 

ウ 対応可能な競技において、運営方法（タイムレース・セット数等）や競技時間（時間・点

数等）を短縮するなどの対策を講じます。 

（４）大会開催に係る判断について 

ア 臨時休業中及び出席停止中の生徒、自宅待機職員については参加を辞退して頂きます。 

イ 大会参加者（生徒・審判等関係者含む）から感染者が出た場合は、保健所が行う調査等

に協力し、大会開催については状況に応じ競技の延期または中止を含め検討致します。 

 

３．大会参加申込について 

（１）本ガイドラインを御覧になり感染防止対策等に御理解の上、同意書を学校へ提出してくだ

さい。 

（２）大会参加は生徒の意思と保護者の合意によるものであるので相談の上決めてください。 

 

※ 本ガイドラインは、令和 3 年 1 月 13 日時点に基づき作成しました。今後、感染状況に応じて

見直し行われた場合は、改めてホームページ等でお知らせ致します。 


