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京都市中学校選手権大会 バレ－ボ－ル競技 実施要項 改訂版 

 

１．主   催  京都市教育委員会 京都市中学校長会 京都市中学校体育連盟    

 

２．日   程  ７月２１日(水) ２２日(木)   ２３日(金)   ２４日(土)   

          女子のみ  男・女 男・女     男・女   

※第１試合の開始時刻                                                                    

２１日（水）２２日（木）の各中学校会場は９時３０分です。                                                  

２３日（金）京都市体育館会場は全コート準備完了３０分後開始予定です。                                            

最終日の時刻については後日連絡をします。     

 

３．会   場  各中学校体育館（会場確保をお願いします。）       

          市民スポーツ会館（２３日）京都市体育館（２３日・２４日）   

      ※２３日（金）は、スタッフは可能な限り、統一された服装とする。   

      （統一できなくても長ズボンの着用とする。）      

      ※最終日の会場では、スタッフは、統一された服装とする。    

      （ただし、マネージャーが生徒の場合を除く。）      

      ※全日程リモートマッチ（無観客試合）とし、保護者等の入場は不可に変更   

      ※鳴り物、メガホンのベンチへの持ち込みも禁止です。     

 

４．参加資格 ・京都市中学校体育連盟に加盟する学校に在籍し，学校長が出場を承認した生徒で 

あること。        

・複数校合同チームの参加を認める。ただし、参加については、要領の条件をすべて 

満たし、事前に競技委員長の承認を得たチームに限る。申込書は、合同チーム用の 

ものを提出すること。        

 

５．試合方法 ①「２０２１年度 日本バレ－ボ－ル６人制競技規則」で行う。但し，３セットマッチ 

           とし、3 セット目については、競技時間短縮のため 15 点制とする。リベロプレイヤー  

          の取扱いも一般と同様のルールとする。感染症拡大予防の措置として「コートチェン 

ジ」は行わない。      

     ・ネットの高さ…男子２．３０ｍ，女子２．１５ｍ         

     ・ボールの規定は次のとおりとする。円周 63.0±1.0 ㎝ 重量 250±10ｇ   

・男子はモルテン V4M5000，女子はミカサ V400W のボールを使用します。 

(２３日・２４日は専門部で準備します。)  

②ト－ナメント形式…R2 秋季新人大会結果により男子は上位８チーム、 

女子は上位１６チ－ムをシ－ドする。 

（シードの扱いに関しては８．抽選方法を参照にして下さい。）  

     ・１～４位チームは、京都府総合体育大会への出場権が与えられる。    

 

③主審・副審は、いずれも前試合の顧問で行う。補助員は敗戦チームの生徒とします。 



         なお、第１試合は、第３試合の両チームで行うこととします。    

 

８．抽選方法 シ－ド校は、R2 新人大会の男子上位８チ－ム，女子上位１６チ－ムです。   

＜抽選順序＞①新人大会のベスト４チ－ムを競技規定によりシ－ドします。  

②次いで，新人大会の５位８チ－ム(ﾍﾞｽﾄ８）を順にシ－ド抽選します。（男女とも）              

③次いで，女子のみ新人大会の９位８チ－ム(ﾍﾞｽﾄ１６）を順にシ－ド抽選します。  

             ④次いで，他を申込受付順に抽選します。       

※抽選後、会場校を決定しますので、各校とも７／２１・２２(２１は女子のみ)の会場 

         確保の可否を調べて抽選会にご参加下さい。       

               ※なお、シード校が不参加の場合は以下のように対処します。     

・ベスト４のチームが不参加の場合は、ベスト８のチームで抽選を行います。 

        このとき、最終的には優勝校のゾーンにはベスト８のチームが入らないようにします。  

・ベスト８のチームが不参加の場合は、ベスト８のチームで抽選を行います。このとき、 

        最終的には優勝校のゾーンにはベスト８のチームが入らないようにします。   

・女子でベスト１６のチームが不参加の場合は、ベスト１６のチームで抽選を行います。 

        このとき、最終的には優勝校のゾーンにはベスト１６のチームが入らないようにします。 

・２校以上の不参加が発生した場合も上記に準じて抽選を行いますが、２校不参加の場合 

は、優勝校と同等の扱いを準優勝校、３校の場合は同じく第３位校を同等の扱いとしま 

 す。        

 

１０．その他 ○２３日（金）京都市体育館・市民スポーツ会館の運営方法     

・開場は８時１５分とします。           

受付入場時間・試合開始予定時間（下記参照） 

 ＊早く到着しすぎないように注意すること！ 

時間帯 試合 NO 受付・入場開始予定時刻 試合開始予定時刻 

午前 第 1 試合 ８：１５  ９：２０ 

午前 第 2 試合 ９：００ １０：３０ 

午前 第 3 試合 勝ち残り １１：４０ 

午後 第 4 試合 １３：００ １３：３０ 

午後 第 5 試合 １３：１５ １４：４０ 

午後 第６試合 勝ち残り １５：５０ 

・入場後、各コートの準備を第１試合のチームで行ってください。       

 必要な物品はコートごとに置かれています。     

準備が完了していない状態でのボールを使用した練習は禁止とします。      

 ・コートごとで準備が出来たところから練習を開始してください。    

        ・全コート準備完了から３０分後に試合開始とします。 

         （１９分後にプロトコール） 

・競技エリア外でのボールの使用は認めません。 

（ランニングやストレッチ程度は可とする。）    

     ・フロア以外でのボールの使用は禁止します。    

  ・午前(1～3 試合目)と午後(4～6 試合目)での入れ替え制で実施。 

・B コート D コートについては、最終試合の両チーム及び補助役員で片付けをお願 



 いします。  

     ・器具の破損等ないように丁寧に扱ってください。      

     ・無料の駐車場はありません。有料駐車場をご利用ください。  

     ・更衣室は利用できますが、各部屋の使用はできません。 

     ・貴重品や荷物の管理を各チームでお願いします。      

     ・ゴミの持ち帰りや美化に努めていただくようお願いします。    

        ・ギャラリーは使用可としますが、座席の間隔をとってください。 

         （退館時は座席の消毒にご協力ください。） 

        ・敗退したチームは消毒完了後、速やかに退館してください。 

  ○撮影された画像・動画を安易に SNS にアップしないようにしてください。  

○撮影された画像・動画については、肖像権の問題もありますので、個人の使用にとどめてく 

ださい過去の大会でも、試合の動画がアップされていることがあり、勝ち進むチームに

とっても相手校に安易にスカウティングされる可能性もあり、チームの不利益にもなり

かねません。   

上記の点を各チーム関係者に必ず周知していただくようお願いいたします。   

   以後、同様の事が続けて起きるようなら、撮影禁止等の対策も視野に入れなければなりません。 

      〇熱中症予防の為、全日程 WTO（給水の為のタイムアウト。１，２セット目１３点で３０秒間・ 

３セット目８点で３０秒間）を採用する。      

  １３点(８点)で選手はウォームアップエリアへ。スタッフからの指示等は一切してはならない。  

○熱中症予防の為、ベンチにうちわの持ち込みを可とする。ただし、セット間・タイムアウト 

の使用体調不良者への使用のみ可とします。     

○感染症防止の観点からチェンジコートはなしとします。 

（競技終了後自コートの消毒をお願いします） 

○事項「１１・感染症に対する予防徹底のお願い」や別紙「大会参加時のチェックリスト」を 

遵守した上での大会とします。        

 

１１．感染症に対する予防徹底のお願い 

京都市中学校選手権大会代替大会バレーボール競技の運営に関して感染症予防の徹底を大会関係者 (各

チーム出場選手並びにスタッフ・応援者・役員・補助役員)の皆様にお願いいたします。 

   ○咳や発熱等の症状がある場合は、体調の回復に向けて安静に過ごしいただき、標記大会への参加は不 

可とします。また、各種感染症と診断されている場合も、標記大会への参加は不可とさせていただき

ます。(大会当日の検温や体調チェックを必ずしてください。参加承諾書兼健康チェック表の提出と体

調管理の徹底をお願いします。) 

 

○マスク着用等の咳エチケットの徹底をお願い致します。（会場入場時や着替え時等の運動を行っていな 

い際や会話をする際にはマスクを着用してください。ただし、競技中「コート上の選手」のマスクの 

着用は参加者の判断によるものとしますが、熱中症等への対策をお願いします。） 

 

○試合後や食事前を含む、手洗い(３０秒以上)やうがい・手指の消毒の徹底をお願い致します。 

アルコール消毒液に関しては、専門部で事前に準備しますが、各会場・各チーム(個人)で出来る限り 

の準備をお願いします。タオルについては必ず各自で持参するようにしてください。 

 



○試合開始時と終了時の取り扱いの徹底をお願い致します。 

実施方法 試合開始時・終了時のホイッスル後 

⑴アタックラインまで行き整列、互いに礼 ⑵審判の方に向き直して礼 ⑶ベンチに戻る 

    ＊握手をしない形での実施となります。各チーム間違いのないようにご指導ください。 

スクイズボトルの回し飲み・タオルの共有等もないように注意してください。 

 

○感染予防のため、大会運営スタッフ(審判・補助役員)もマスクを着用します。 

(主審・副審に関してもマスク着用の上、電子ホイッスルとします。ただし、音量の小さい物は 

ご遠慮ください。) 

 

○選手の参加につきましては、登録メンバー(ベンチ入りマネージャー含む)最大１９名まで認めます。た 

だし、登録メンバー以外に 3 年生がいる場合についてはこの限りではありません。また、自校の試合

時以外(昼食含む)は体育館内(舞台上)での観戦を禁止としますので、外で過ごすようにしてください。

また、試合時のベンチ・アップゾーンからの応援(声援)等も禁止し、着席時は間隔を取って座るようご

協力ください。荷物は自校試合時に体育館内に持ち入り、アップゾーンに固めて置き、試合後は速や

かに荷物を持って退場し、次の試合のチームと入れ替わるようにしてください。（雨天時や校舎内に体

育館がある学校については、各会場で待機場所等の指示をお願いします。）更衣に関しては、体育館舞

台袖で密な状態にならないように速やかに行ってください。 

 

○不特定多数の人が集まることを少しでも回避するため、競技関係者(選手「原則 18 名＋マネージャー 

    1 名（生徒がマネージャーの場合のみ）まで」とする。 

（ただし、登録選手以外に３年生がいる場合のみ参加可能とします。）  

   ※全日程リモートマッチ（無観客試合）とし、保護者等の入場は不可に変更しています。 

 

○中学校会場に関しては、換気のため、競技に大きく妨げになるような場所を除き、窓や扉を開放した 

ままの状態で実施をし、試合間は全ての窓や扉を開けての換気の徹底をお願いします。 

 

○中学校会場での体育館入場は 8 時 50 分以降とし、第 1 試合のチームのみ 9 時 19 分のプロトコールま 

で合同練習可とします。2 試合目以降のチームに関しては、密集することを避けるため外で練習してく 

ださい。(補助役員については 9 時 10 分に入場してください。) 

 

○最終日については、補助役員に関しても多人数が集まることを避けるために、従来の敗戦チームから 

の参加ではなく、男女とも最終日に残っている試合のない両チームですることとします。(最終日の詳 

細に関しては、別途指示をします。) 

 

○競技時間の短縮のため、全日程において 3 セット目は 15 点制とします。 

 

○感染症防止の観点からチェンジコートはなしとします。（競技終了後自コートの消毒をお願いします） 

 

○タイムアウトやウォーミングアップエリア、ベンチでの着席等もなるべく距離を取るようにしてくだ 

さい。また、ベンチ等からの大声での応援等の禁止や、コート内での喜び方等も工夫をしてくださ

い。ネット際等でも、相手に向いた状態での大声での発声は控えてください。 



○コート上にいる選手以外は必ずマスクの着用をお願いします。マスク着用者の水分補給をこまめに 

実施してください。 

 

○鼻水、唾液などが付いたゴミやマスク、使用済みのテーピングなどはビニール袋に入れ持ち帰ってく 

ださい。 

 

○大会参加に際しては、感染に対する不安等から、生徒・保護者の意思を尊重した大会参加とし、感染

症予防等に関した事項を理解した上で、「参加承諾書」を各中学校顧問へ提出することとします。 

 

＊その他事項についても、チェックリストを参照に、適切に実施すること。 

＊感染症対策を徹底しての実施を心がけますが、リスクがゼロになるわけではありません。ご理解ください。 

＊熱中症対策も例年同様に各チームで徹底の程、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



京都市中学校夏季選手権大会「バレーボール競技」 

参加承諾書兼健康チェック表（生徒用） 

令和３年  月  日 

要項記載の「感染症に対する予防の徹底」別紙「参加にあたってのチェックリスト」の各事項につい

て理解をし、遵守して標記大会に参加することを承諾いたします。 

（必ず保護者が確認・記入し押印すること。保護者自筆の場合は印は不要。） 

学   校   名：            中学校 

参加選手氏名：                  

保護者 氏名 ：                印 

＊当日の朝に必ず検温をし、無理をしての参加がないようにしてください。 

大会参加日 7 月 21 日（水） 7 月 22 日（木） 7 月 23 日（金） 7 月 24 日（土） 

会  場   (  )京都市体育館 

(  )スポーツ会館 

京都市体育館 

コート名   A  B  C  D  

当日の体温 ℃ ℃ ℃ ℃ 

当日の体調 □ 以下の症状等 

はなし 

□ 以下の症状等 

はなし 

□ 以下の症状等 

はなし 

□ 以下の症状等 

はなし 

 

大会２週間以内の症状をチェック 

□平熱を超える発熱(３７度５分以上) がない □咳、のどの痛みがない □胸の痛みがない 

□嗅覚、味覚異常がない □鼻水・鼻づまりがない  □息苦しさがない  □全身倦怠感がない  

 

 

大会２週間以内に以下のいずれかに該当する場合に関しては参加不可とします。 

ご理解よろしくお願いします。 

□新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合  

□同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合  

□大会前 14 日以内に政府からの入国制限、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 


