
R4 年度 糟屋区バレーボール大会新型コロナウイルス感染症対策・熱中症対策について 
  １ 参加に当たっての遵守事項及び事前の準備物 

（１）各チームの顧問は,必ず各学校が定める校外指導計画書等を自校校長に事前に提出し，参加の許可を受ける 
（２）本大会に参加する生徒は,事前に糟屋区中体連が配付した「参加同意書」に必要事項を記入し,保護者が押印

の上, 
顧問に提出すること顧問は自校校長に提出し許可を得ること 

（３）本大会に参加する生徒は,感染症対策により,エントリー選手（12 名）とマネージャー（1 名）及び各チーム
最大7 名 

の応援部員 3 年生の応援部員のみとし,その他の生徒は本大会には参加できない（生徒補助役員は原則として
当 

日の空きチームで行う） 
（４）保護者は登録選手と同数、１チーム最大１２名の応援を可とする（１日内の入れ替わりは不可、２日目での

変更が可） 
（５）参加する生徒は,当日の朝，以下の症状等がある場合は参加を控えること「体調記録表」に記入を済ませ,確

実に各顧問が検温や体調等の健康観察の確認を行い，異常が認められない生徒のみを参加させることまた，顧
問や外部指導者についても，試合前２週間分の「体調記録表」を提出すること 
①平熱を超える発熱がある（３７度以上を目安）   
②のどの痛み,咳の症状がある 
③鼻水や痰が出たりからんだりしている 
④頭痛や息苦しさ，体のだるさなどの体調不良の症状がある 
⑤味がしない,臭いがしないなどの症状がある 
⑥新型コロナウイルス感染症陽性とされたものとの濃厚接触がある 
⑦同居家族や身近な人に感染の疑われる方がいる 
⑧過去１４日以内に政府から入国制限，入国後の観察期間が必要とされている国，及び地域への渡航歴， 

又は在住歴がある者との濃厚接触がある 
   ※各チームで消毒用のアルコールスプレーや除菌シート等の消毒剤を必ず持参し，こまめな消毒ができるよ

うに準備 
をしておくこと自チームの用具の消毒は，各チームで行えるよう消毒剤の準備をしておくこと 

※会場や試合に関わる消毒剤については，専門部で準備する 
   ※試合途中に，参加生徒が体調不良になった場合やケガをした場合は，早退をさせることも考えられるので，

保護者 
への緊急連絡表等を準備し,速やかに保護者に連絡がとれるようにしておくこと 

   ※審判が使用するホイッスルは，電子ホイッスルとする各顧問は事前に準備し,当日必ず最低１個は持参する
こと 

   ※フロアを拭く汗拭きタオルと消毒用に使うタオル（ぞうきん）は，必ず別のものを多めに準備すること 
   ※ステージ上には,湯茶の準備は行わないので,顧問及び指導者は各自飲料を持参することゴミは持ち帰る 

 各チームの準備物 事前✔ 当日✔ 

① 大会申込書（校長の職員の押印済みのもの）   
② 別紙１ 参加同意書（顧問を通じ大会前日までに自校校長へ提出） ※当日は会場に持参の必要は

ない 
  

③ 別紙２ 試合前２週間分の体調記録表（生徒用・保護者用）→ （顧問が当日朝,回収・保管し，会場に持参する）   



※各自や各学校が準備する試合用の道具は，この一覧表の中に含まれていないので，各学校で必要な道具を準備す
る 

感染症対策に伴う専門部の準備物（各会場で必要な個数） 

 物     品 事前✔ 当日✔  物     品 事前✔ 事前✔ 

① アルコールスプレー（手指消毒用）３台   ② 消毒用ぞうきん20 枚程度   

③ 手洗い用ポンプ式石けん 
（手洗い場２，トイレ２） 

  ④ トイレ消毒スケジュール表 １
枚 

  

⑤ ゴミ箱 大型のポリバケツ ２個 
（使用済みペーパータオル入れ） 
（ゴミ袋を内側に設置） 

  ⑥ 手洗い場，トイレ，控え室の指定及び掲示 
 トイレと手洗い場の個数分 
（ふたを閉めて流す・手洗いは３０秒以上） 

  

⑦ 救護用フェイスシールド ３枚   ⑧ 救護及び清掃用ビニール手袋１

箱 
  

⑨ 保護者用靴入れ（ビニール袋）５０枚程度   ⑩ 「体育館下足入れ使用禁止」 
「下靴はシューズ入れへ」の掲
示（必要枚数分） 

  

⑪ 感染症対策に関する掲示物 ３枚 
（体育館出入口・控え室出入口・フロア出入口に拡大して設置） 

  ⑫ ペーパータオル １０箱   

⑬ 非接触型体温計１台       
 
２ 大会当日のタイムスケジュール（感染症対策を踏まえて） 
（１）大会第１日目のタイムスケジュール（トーナメント２回戦まで３試合または，３回戦までの４試合） 

時間 参加生徒の動き 顧問（指導者）の動き 保護者等応援者の動き 
事 前 参加同意書を顧問に提出 生徒から参加同意書を事前に回

収し，自校校長に提出 
参加同意書を顧問に提出 

７：１５  複数名いるチームの顧問のう
ち，１名以上は各試合会場で会
場準備及び感染症対策の準備を
行う１名しかいない場合は，自

 

④ 別紙３ 体調確認表（大会当日提出用）１部 ※登録生徒・指導者全員分   

⑤ 別紙４ 保護者体調確認表（大会当日提出用）１部 ※参加保護者全員分   
⑥ 消毒用アルコールスプレー等の消毒剤（手指用・器具用）   
⑦ 消毒用ぞうきん（タオル等の布）（５～６枚程度）   
⑧ 手洗い用ポンプ式石けん１～２台   
⑨ 床拭きタオル（３～４枚程度）   
⑩ 電子ホイッスル（各学校１個以上）   
⑪ シューズバッグ（玄関には一切靴は置けないので生徒・保護者・指導者は必ず持参すること）   
⑫ 個人用衛生バッグ（タオルやマスクを自己管理する袋又はバッグ）（飛沫接触を避けるため）   
⑬ マスク（予備も含めて生徒・保護者・指導者は各自２枚以上準備すること）   
⑭ 筆記用具（公式記録をつける係になる人のみ）※会場では筆記用具を記録席に設置しない   

⑮ タオル３枚（手洗い,洗顔時に使用する清潔を保つために試合ごとに替え,多めに持ってくる）   



中学校へ出向き，生徒の集合時
の対応に当たる 
※コートを２面設置し，合同練

習は各コート２チームずつで
練習を行う 

各中学校
集合時 
※体調記
録表に転
記する時
間を考慮
して設定 

①自宅で検温 
②自分の中学校へ集合 
③体調記録表を顧問へ提出 
※マスク着用 

①自宅で検温及び体調記録表の記入  
②自分の中学校へ集合 
③体調記録表を生徒・保護者か
ら回収し，大会当日用の体調記
録表に転記する 

③参加生徒の健康状態の確認 
※マスク着用 

①検温及び健康状態のチェック 
※マスク着用 
②体調記録表を顧問へ提出 
※後から遅れて参加される保護者に

ついては、朝の集合時に必ず体温を
体調記録表に記入してもらうこと 

７：４５ 試合会場到着及び受付 
①手指消毒 
②控え室へ移動 
※下靴はシューズバッグに入れる 
※マスク着用 
※ユニフォーム着用 
※衛生バッグ・タオル等の準備 

試合会場到着及び受付 
①大会申込書及び大会当日用の大
会当日用の「体調記録表」（指導者・
生徒用,及び保護者用）の提出 

②手指消毒 
③体育館ステージへ移動 
※下靴はシューズバッグに入れる 
※マスク着用 

受付（生徒・保護者同時） 
①手指消毒 
受付終了後 
①応援生徒は控え室（場所）移
動 

②保護者は施設外で待機いただく 
※下靴はシューズバッグに入れる 
※マスク着用 
 

７：５５ ①案内放送に従って１チームず
つ体育館フロアへ移動 

※フロア入り口の密を避けるた
め 

※マスク着用 

①フロア入口で，入場の指導 
※フロア入り口の密を避けるため 
②自チームがフロアに入り，指
定されたコートへ誘導 

③自チームにストレッチの指示
を出したらステージへ移動 

控え室（場所）で待機 
※密にならないように間隔を開
けて大声での会話は避ける 

※お茶等水分補給は各自で準備
するチーム間での共有はしな
い 

※マスク着用 
 
８：１０ 
①各チーム保護者代表１名は必

ず，担当教員と保護者代表者会
を開催し，感染症対策について
の確認を行う 

②終了後，保護者全員へ打ち合
わせ内容の確認を行い，感染症
予防対策の徹底を行う 

③当日遅れて参加される保護者
にもその都度，内容を説明し，
感予防対策への協力を徹底す
る 

８：００ ストレッチ 
※マスク着用 

①ステージで指導者打ち合わせ 
※マスク着用 

８：１０ 
 ～ 
８：３５ 
 

合同練習（１試合目のチーム） 
※マスクは外してよいが，タオ

ルとマスクを入れる袋を必ず
準備し，その中に入れて各チー
ムで保管すること 

※練習終了後マスク着用 

合同練習 
※直接ボールを打つ指導者は，

マスクは外してよい 
※練習終了後マスク着用 

８：３５ 
  
 

練習終了 
①案内放送に従って，ステージ
側コートのチームから１チー
ムずつフロアを退場 

②指定された手洗い場で，手洗
いと洗顔の実施 

練習終了 
①案内放送に従って，退場指導 
②指定された手洗い場での手洗
い・洗顔の指導及び手洗い・洗
顔の実施 

 



③控室でユニフォームへ更衣
し、マナーチェックを受ける 

チームの入れ替え 
①案内放送に従って１チームず

つ体育館フロアへ移動 
※フロア入り口の密を避ける 
※マスク着用 

①フロア入口で，入場の指導 
※フロア入り口の密を避けるため 
②自チームがフロアに入り，指
定されたコートへ誘導 

③自チームにストレッチの指示 

 

８：４５ 
 ～ 
９：１０ 

合同練習（２試合目のチーム） 
※マスクは外してよいが，タオ

ルとマスクを入れる袋を必ず
準備し，その中に入れて各チー
ムで保管すること 

※練習終了後マスク着用 

合同練習 
※直接ボールを打つ指導者は，

マスクは外してよい 
※練習終了後マスク着用 

 

９：１０ 練習終了 
①案内放送に従って，ステージ
側コートのチームから１チー
ムずつフロアを退場 

②指定された手洗い場で，手洗
いと洗顔の実施 

③控室でユニフォームへ更衣
し、マナーチェックを受けた
後、補助役員としてフロアに入
場する 

練習終了 
①案内放送に従って，退場指導 
②指定された手洗い場での手洗
い・洗顔の指導及び手洗い・洗
顔の実施 

 

 チームの入れ替え 
①案内放送に従って１チームず

つ体育館フロアへ移動 
※フロア入り口の密を避ける 
※マスク着用 

①フロア入口で，入場の指導 
※フロア入り口の密を避けるため 
②自チームがフロアに入り，指
定されたコートへ誘導 

 

 
 
 

９：１５ ①合同練習（ステージ側コート） 
 ※第１試合のチームのみ 
②試合がないチームは，審判割
りに従って，生徒役員を４名ず
つ出し、記録用紙，ラインズマ
ンフラッグ，得点掲示の準備 

 ※記録席の２名の内，１名が試
合中の消毒にあたる 

①合同練習（ステージ側コート） 
 ※第１試合のチームの指導者

は練習指導に当たる 

①放送の案内に従って，第１試
合対戦チームの保護者は２階
ギャラリーに移動する（１ｍ
間隔を空ける） 

 
②各セット終了後の応援場所の

入れ替えは行わない 
③試合終了後に代表２～３名

で，自チームが応援した場所
のフェンス等を消毒する 

９：２１ 公式練習 
９：３０ 第１試合開始 

※コート上にいる６人以外の生徒・指導者はマスク着用 



※チェンジコート及び試合終了の際は，ベンチの消毒を使ったチ
ームで消毒を行う 

試 合 
終了後 

※試合終了後の退場は，放送の案内に従って退場する 
①応援場所の消毒が終わったチームの保護者・生徒から１チームずつ退場 

※保護者は手指消毒後, 施設外での待機をお願いする 
②試合を行ったチームが１チームずつ退場 
③審判・生徒補助役員が退場 
④生徒は退場後，指定された手洗い場での手洗い・洗顔の実施 
⑤自チームの指導者は，手洗い場での手指消毒の指導（密にならないように） 
  また，指導者も必ず手洗い・洗顔の実施 

第2試合
開始前 

①試合終了５分前ぐらいに手洗
いを行う 

②放送の案内に従って，第２試
合を行うチームは，１チームず
つ入場（放送があるまでは練習
を行わない） 

③放送の案内に従って練習開始 
 （５分間） 

①フロア入り口で，入場の指導 
※フロア入り口の密を避けるた
め 

②自チームがフロアに入り，指
定されたコートへ誘導（放送が
あるまでは練習を行わない） 

③放送の案内に従って練習開始 
 （５分間） 

①放送の案内に従って，第２試
合対戦チームの保護者は２階
ギャラリーに移動する（１ｍ
間隔を空ける） 

②各セット終了後の応援場所の
入れ替えは行わない 

③試合終了後に代表２～３名
で，自チームが応援した場所
のフェンス等を消毒する 

 ※公式練習以降の流れについては，第1 試合の流れに準ずる。 
※第３試合も第２試合と同じ流れに準ずる。ただし，試合が連続する場合も合同練習は５分間とする。（退場や

手洗いの時間を含めると１５分程度は休息がとれるため） 
※感染症対策で受付時間がずれるチームやシードのチームについては、会場に到着次第マナーチェックを行う。 

また、保護者代表１名への感染症対策の説明もその場で行う。 
  ※感染症及び熱中症対策についての詳細は，４以降の内容を参照すること 
 
 
 
（２）大会第２日目のタイムスケジュール（準決勝２試合 ３位決定戦１試合 決勝戦１試合） 

時間 参加生徒の動き 顧問（指導者）の動き 応援者の動き 
７：１５  複数名いるチームの顧問のうち，１名

以上は各試合会場で会場準備及び感
染症対策の準備を行う１名しかいな
い場合は，自中学校へ出向き，生徒の
集合時の対応に当たる 
※朝の段階は２面コートを設置し，合

同練習は各コート２チームずつで
練習を行う 

 

各中学校
集合時 
※体調記
録表に転
記する時

①自宅で検温 
②自分の中学校へ集合 
③体調記録表を顧問へ提出 
※マスク着用 

①自宅で検温及び体調記録表の記入  
②自分の中学校へ集合 
③体調記録表を生徒・保護者か
ら回収し，大会当日用の体調記
録表に転記する 

①検温及び健康状態のチェック 
※マスク着用 
②体調記録表を顧問へ提出 



間を考慮
して設定 

③参加生徒の健康状態の確認 
※マスク着用 

※後から遅れて参加される保護者に
ついては、朝の集合時に必ず体温を
体調記録表に記入してもらうこと 

７：４５ 試合会場到着及び受付 
①検温・手指消毒 
②控え室へ移動 
※下靴はシューズバッグに入れる 
※マスク着用 
※ユニフォーム着用 
※衛生バッグの準備 

試合会場到着及び受付 
①大会当日用の「体調記録表」
（指導者・生徒用,及び保護者
用）の提出 

②検温・手指消毒 
③体育館ステージへ移動 
※下靴はシューズバッグに入れる 
※マスク着用 

受付 
①手指消毒 
受付終了後 
①応援生徒は控え室（場所）移
動 

②保護者は施設外で待機いただく 
※マスク着用 

８：００ ①案内放送に従って１チームず
つ体育館フロアへ移動 

※フロア入り口の密を避けるた
め 

※マスク着用 

①フロア入り口で，入場の指導 
※フロア入り口の密を避けるため 
②自チームがフロアに入り，指
定されたコートへ誘導 

③自チームに指示を出したらス
テージへ移動 

控え室（場所）で待機 
※密にならないように間隔を開
けて大声での会話は避ける 

※お茶等水分補給は各自で準備
するチーム間での共有はしな
い 

※マスク着用 
 
 
 

８：００ ストレッチ 
※マスク着用 

①ステージで指導者打ち合わせ 
※マスク着用 

８：１０ 合同練習（1 試合目のチーム） 
※マスクは外してよいが，タオ

ルとマスクを入れる袋を必ず
準備し，その中に入れて各チー
ムで保管すること 

※練習終了後マスク着用 

合同練習 
※直接ボールを打つ指導者は，

マスクは外してよい 
※練習終了後マスク着用 

８：４０ 練習終了 
第１試合のチームは 
①案内放送に従って，ステージ
側コートのチームから１チー
ムずつフロアを退場 

②指定された手洗い場で，手洗
いと洗顔の実施後に，再びフ
ロアへ入り，第１試合の準備
を行う放送があるまでは練習
を開始しない 
第２試合のチームは 

③入り口側コートの撤収と，応
援席のイスの設置 

④設置後に放送の案内に従って
１チームずつフロアを退場 

⑤応援席設置後，①～④の流れ
で手洗い洗顔の実施 

練習終了 
①案内放送に従って，退場指導 
②指定された手洗い場での手洗
い・顔洗いの指導及び手洗い・
洗顔の実施 

③体育館フロアへ移動 
④開始式の隊形での整列指導 
※各チーム２列で前後左右１ｍ
以上の間隔をとる 

 
 
⑤入り口側コートで練習をして
いたチームで入り口側コート
の撤収と，観戦のためのイスの
設置の指示 

 



⑥指定された手洗い場で，手洗
いと洗顔の実施後に，控え室
へ移動審判の割り当て及び生
徒補助役員になっている生徒
と教員は審判・記録の準備を
行う消毒担当生徒も準備を行
う 

※第１試合のチーム以外はマスク着用 

⑥審判の割り当て及び生徒補助
役員になっている指導者は審
判・記録の準備を指示する消毒
担当生徒も準備の指示をする 

８：５４ 合同練習開始（５分間） ①放送の案内に従って，第１試
合対戦チームの保護者は２階
ギャラリーに移動する（１ｍ
間隔を空ける） 

②各セット終了後の応援場所の
入れ替えは行わない 

③試合終了後に代表２～３名
で，自チームが応援した場所の
フェンス等を消毒する 

８：５９ プロトコール 
９：１０ 試合開始 

※コート上にいる６人以外の生徒・指導者はマスク着用 
※チェンジコート及び試合終了の際は，ベンチの消毒を使ったチ
ームで消毒を行う 

 

試  
合 
終了後 

※試合終了後の退場は，放送の案内に従って退場する 
①応援場所の消毒が終わったチームの保護者・生徒から１チームずつ退場 

※保護者は手指消毒後, 施設外での待機をお願いする 
②試合を行ったチームが１チームずつ退場 
③審判・生徒補助役員が退場 
④生徒は退場後，指定された手洗い場での手洗い・洗顔の実施 
⑤自チームの指導者は，手洗い場での手指消毒の指導（密にならないように） 
  また，指導者も必ず手洗い・洗顔の実施 

第2試合
開始前 

①試合終了５分前ぐらいに手洗
いを行う 

②放送の案内に従って，第２試
合を行うチームは，１チームず
つ 入 場
（放送があるまでは練習を行わない） 

③放送の案内に従って練習開始 
 （５分間） 

①フロア入り口で，入場の指導 
※フロア入り口の密を避けるた
め 

②自チームがフロアに入り，指
定されたコートへ誘導（放送が
あるまでは練習を行わない） 

③放送の案内に従って練習開始 
 （５分間） 

①放送の案内に従って，第１試
合対戦チームの保護者は２階
ギャラリーに移動する（１ｍ
間隔を空ける） 

②各セット終了後の応援場所の
入れ替えは行わない 

③試合終了後に代表２～３名
で，自チームが応援した場所
のフェンス等を消毒する 

 ※公式練習以降の流れについては，第１試合の流れに準ずる 
※第３試合以降も第２試合と同じ流れに準ずるただし，試合が連続する場合も合同練習は５分間とする退場や

手洗いの時間を含めると１５分程度は休息がとれるため 
  ※感染症及び熱中症対策についての詳細は，４以降の内容を参照すること 
３ 会場図及び入退場について 
      【 篠栗北中学校 】                              【 久山、
粕屋東中学校（粕屋東中は体育館横から退場） 】                         
 



 
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
    ※出入り口での「密」を避けるために，以下の対策を取る 
 
   【 篠栗北中学校 】 
    ①フロアの出入り口が 1 カ所しかないので，試合が終わったチームが放送の指示に従って，退場し，すぐに手洗いを行う 。 

②前試合のチームが完全に退場するまで次の試合のチームは入場できないので，控え室で待機しておく。 
③出入り口付近の混み具合が解消された時点で，顧問が次の試合のチームを控え室に呼びに行き指示に従って入場する 。 
④入場後，両チームの準備が整った状態になったら５分間の合同練習の開始の合図を審判員が出す。その後，

練習 
  を始める。入場してすぐに練習を始めない。 

 
   【 久山、粕屋東中学校 】 
    ①フロアの出入り口が２カ所あるので，入口と出口を分ける。 
    ②入場するチームは入口付近で顧問の指示に従って密にならないよう間隔をとって待機する。 
    ③試合が終わったチームは，ステージに向かって右側のコートのフリーゾーンの壁に沿って退場する。 
     退場後速やかに手洗いを行う。 
    ④退場する両チームが完全に退場したのを確認し，大会役員の指示に従って次の試合のチームがフロアに

入場する。 
⑤入場後，両チームの準備が整った状態になったら５分間の合同練習の開始の合図を審判員が出す。その後，

練習を始める。入場してすぐに練習を始めないこと。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

審判台 

ベンチ（間隔を１ｍ開ける） 記録席横に消毒剤と消毒用ぞうきんを記録席付近に設置 

消毒剤と消毒用ぞうきん
を得点掲示付近に設置 

ベンチ（間隔を１ｍ開ける） 記録席横に消毒剤と消毒用ぞうきんを記録席付近に設置 

消毒剤と消毒用ぞうきん
を得点掲示付近に設置 

審判台 

フロア入口 フロア出口 

A コート A コート 

B コート B コート 

フロア入口 フロア出口 

記録席 



【 2 日目 会場図 】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※体育館１F 入り口に受付を設置し，体調記録表（大会当日用の指導者・生徒用）と大会申込書の提出・回収を行

う 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

８：１０～８：４０ 練習コート 
８：４０～９：１５ 開始式会場 
９：１５～試合コート 

８：１０～８：４０ 練習コート 
それ以降，応援席として解放 

審判台 

ベンチ（間隔を１ｍ開ける） ベンチ（間隔を１ｍ開け）
る） 記録席 

消毒剤と消毒用ぞうきんを
記録席付近に設置 

手指消毒用 
アルコール設置 

フロア入口 

消毒剤と消毒用ぞうきん
を得点掲示付近に設置 

応援席は朝の合同練習後に設置
（前列に７席，後列に６席で
横の間隔を１ｍ，縦の間隔を
２ｍ開けて設置する） 
 
※消毒は試合終了後,各チームで
準備したアルコールスプレー等
で確実に行うこと 



 
 
 
 
 
４ 感染症及び熱中症対策について 
 
  （１）熱中症対策について 
    ①水分補給用の飲料については，選手・指導者ともに各自で準備を行い，チームでの共有は厳禁とするク

ーラーボッ 
クスの仕様も厳禁とする。 

    ②基本的に体育館内の窓は換気できるよう開放を原則とする。 
    ③ＷＴＯ（給水タイムアウト）は実施し，どちらかのチームが１３点に到達した時点で３０秒のＷＴＯを

開始する第３セッ 
トのＷＴＯはコートチェンジの際にとり，主審の後方を回って移動するチームの最後尾の選手が，ベンチ前

のサイド 
ラインを通過した時点から３０秒を計測する。 

    ④給水については，練習中や練習後，試合中のタイムアウト時，セット間，試合間等で，こまめに行い，
体調管理に努め 

ること。 
 
  （２）試合中の対策について 
    ①試合前などの円陣をしてのかけ声等は禁止する。 

②ベンチでの集合時などもできるだけ密集・接触をさける。 
    ③競技中のハイタッチはせず，腕のタッチにとどめる。 
    ④ネット際等で、相手に顔や体を向けた状態での発声は控える。 
    ⑤タオル・水筒・アイシングバック等の共用は禁止する特にタオルやマスクをチームでまとめて集める際

は，各自専用 
のタオルやマスク等の私物を入れる衛生バッグを準備保管し，飛沫拡散防止対策をとる。 

    ⑥試合開始前，試合終了後のあいさつ，及びサーブ権を決める際のキャプテン同士のコイントスの際は，
握手はせず， 

一礼をすることで代用する。 
    ⑦会場のカーテンについては，直射日光が入ってくる側のカーテンのみを閉めて，反対側は必ず開けて，

換気ができ 
るようにする。なお，カーテンの開け閉めについては，専門部（会場責任者）からの指示で行うものとする

勝手に開 
け閉めをしない。 

    ⑧競技中（練習も含む），靴底を手でさわらない。 
 
  （３）ベンチでの対策について 

①マネージャーとコート外の６人は，基本的にベンチに座る。ベンチの間隔を１ｍとってイスを配置する。 
②ウォームアップゾーン付近が密にならないように，交代前の必要な選手が必要な時間帯のみ使用するウォー

ムアッ 



プエリア内での私語はしない。交替する選手はマスクを外してコートに入る場合，ウォームアップエリア内
でマスク 

を衛生バッグに入れた上で選手交代に臨む。 
    ③飛沫の飛散を防ぐために，ベンチからの応援は，拍手のみとする声は出さない。ハイタッチなど身体接

触もしないよ 
うにする。 

    ④ベンチにいる生徒・指導者は試合中必ずマスクを着用する選手交代をする可能性があるので，コート上
の６人も含 

め，全員マスク及びタオルを入れる衛生バッグを準備し，いつでも取り出せるように準備をしておく。 
    ⑤タイムアウト時やセット間，試合間のベンチ前でのミーティングは，密にならないように間隔をとる。 
 

（４）試合中及びセット終了後，試合終了後の消毒上の対策について 
    ①試合終了後は，必ず以下のものをアルコールスプレー又は除菌シート等で器具・トイレ・ドアノブ等の

消毒を行う。 
      ㋐審判台の手の触れる部分        ㋑ラインジャッジフラッグの手の触れる部分 

    ㋒得点版及びイスの手の触れる部分 ○エトイレ（ドアノブ・便座・洗浄レバー等） 
    ②各セット終了後，及び第３セットの１３点目でのチェンジコートの際，及び試合終了後には，必ず自チ

ームが使用し 
たベンチを各チーム持参の消毒剤を使用してイスを消毒してから移動すること。 

    ③試合球は各コート指定した２球を試合球として専門部が準備するボール以外は使わないようにする。ど
ちらかの 

点数が５点，１０点，１５点，２０点，２５点になったらボールを交換し，消毒を行う。そのために，記録
席の２名の内１名 

が消毒係を担当し，消毒剤と消毒専用のタオル（ぞうきん）を使って消毒作業を行う。 
    ④審判の際に使用するホイッスルについては電子ホイッスルに限る。試合終了後は必ず消毒を行う。 
 
  （５）応援上の対策について 
    ①入場は放送の案内に従い，必ずマスクを着用しフロアに入るフロア入り口に設置してあるアルコールで

の手指消 
毒を必ず行う。（朝、会場校責任者より各チーム保護者代表１名に応援上の感染症対策について確認する） 

    ②１日目，応援の際はギャラリーで１ｍ以上の間隔をとり，同じ方向を向いて応援する。２日目は，入口
側フロアに設置 

      された応援席に座って応援する。 
    ③飛沫の飛散を防止するために声による応援は控える拍手のみでの応援とする。鳴り物も一切禁止する。 
    ④セット間の応援席の移動は行わない。 
    ⑤試合終了後，応援した座席の消毒を，各チームの代表者（２～３名）が必ず行う放送の案内に従って応

援者は控え 
場所等への移動を行う。 

    ⑥フロアを出る際も入口に設置してあるアルコールでの手指消毒を行う。 
    ⑦控え室でも密にならないように，１ｍ以上の距離を保ち，マスクを着用し，大きな声での会話は控える。 
    ⑧応援席以外での応援は禁止する。応援は拍手のみで行い、発声での応援はマスクを付けていても避ける。 
    ⑨自チーム以外の試合の観戦はできない控え室で待機する保護者については施設外での待機をお願いす

る。 



    ⑩喫煙所は感染源になる恐れがあるので設置しない。（校地内全面禁煙） 
   

（６）大会終了後の対策について 
    ①第１日目及び第２日目の閉会式終了後に密にならないように，フロアの片付けを各チームの役割分担に

従って行う。 
    ②フロアの片付けが終了し，自チームのボールやボールかご等の片付けや消毒も終了したら，控え室に戻

り，着替え， 
忘れ物がでないように退室する。キャプテンは最後に控え室を出るようにし，使用場所の最終点検を済ませ

て退出 
する。また，控え室から出たら，必ず手洗いと洗顔を行う 

③手洗いと洗顔が終了した生徒から，順次体育館の外に出て，終礼のための待機を行う。会場校の生徒・顧問
で， 

  使用場所（フロア・ステージ・控え室・トイレ・手洗い場等）や試合で使用した器具等の消毒を行う。 
    ④各チームの顧問の指示に従って，体育館の外で密にならないように終礼し，解散する。 


