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(公印省略) 

 

やまぐち高校生 2020メモリアルカップバレーボール大会の開催について(御案内) 

 

 向暑の候、関係各位におかれましてはますます御清祥のこととお喜び申し上げます。平素から高体連

の運営に関しましては、格別の御高配をいただき、感謝しております。 

 さて、この度標記大会を下記要領により開催いたしますので、御参加くださいますよう御案内申し上

げます。また、貴校チームの担当教職員の派遣につきまして格別の御配慮の程、お願い申し上げます。 

 

記 

 

１．主 催  山口県高等学校体育連盟、山口県、山口県教育委員会 

２．後 援  山口新聞社 （公財）日本教育公務員弘済会山口支部 

３．主 管  山口県高体連バレーボール専門部 

４．期 日  ＜男子東部＞（岩柳・徳山支部） 

会 場   7/19（日）        岩国工業高校体育館 岩国市錦見町 2-4-85  tel:0827-41-1105 

     ＜男子中央部＞（山防支部＋南陽工） 

      7/12（日）        防府高校体育館   防府市岡村町 2-1      tel:0835-22-0136 

          ＜男子西部＞（宇部・下関・長北支部） 

      7/25（土）        美祢青嶺高校体育館 美祢市大嶺町東分 299-1 tel:0837-52-0735 

          ＜女子岩柳支部＞ 

      7/25（土）26（日）愛宕スポーツコンプレックスカルチャセンターアリーナ 

                          岩国市愛宕町 2丁目  tel:0827-35-5089 

          ＜女子徳山支部＞ 

      7/11（土）     徳山商工高校体育館 周南市周陽 3-1-1      tel:0834-28-0026 

     ＜女子山防支部＞ 

      7/25（土）     西京高校体育館   山口市黒川 2580-1   tel:083-923-8508 

     ＜女子宇部支部＞ 

7/11（土）12（日）厚狭高等学校北校舎 体育館 

                      山陽小野田市大字厚狭束の原 1660     tel:0836-72-0204 

            厚狭高等学校南校舎 体育館 

                    山陽小野田市大字郡岡崎 475         tel:0836-72-0017 

       



 ＜女子下関支部＞ 

        8/9（日）      下関西高校体育館   下関市後田町 4-10-1   tel:0832-22-0892 

                           下関商業高校体育館  下関市後田町 4-11-1   tel:0832-23-4278 

       ＜女子長北支部＞   

        7/25（土）     大津緑洋高校大津校舎体育館 

                            長門市東深川 427-2   tel:0837-26-0500 

 

５．競技方法・参加資格など 

 (１) 競技は 2020年度（財）日本バレーボール協会６人制競技規則による。 

  （但し、山口県高体連バレーボール専門部の取り決めに従う。） 

 (２) 大会試合球は、男子 ミカサ（Ｖ300Ｗ）女子 モルテン（V5M5000）各チーム持ち寄り。 

ネットの高さは、男子 240cm  女子 220cmとする。 

 (３) ３セットマッチのラリーポイント制（３セット目は１５点制）で行い、１，２セット目について

どちらか１３点取得時に給水タイム３０秒を設ける。 

 (４) ユニフォーム着用のこと。登録選手は１４名以内とし、試合ごとに選手の登録変更可。 

(５) 公式練習はチーム最初の試合時のみ行う。主審・副審は空いている教員（マスク着用、電子ホイ

ッスル）が行い、IFを含めたコートスタッフは対戦チーム同士から半分ずつ出し合う。不足する

場合は、他の試合チームから補うことができる。ラインジャッジ用のフラッグ・ＩＦ用筆記用具

を各チーム持ち寄りで行う。 

 (６) ベンチスタッフの服装は半パン等の涼しい服装を認める。 

 (７) 本大会に出場できるチームは各支部所属学校を基本とする。但し、男子については３支部のチー

ム数を揃えるため、南陽工業高校（徳山地区）を中央部（山防地区）に参加してもらう。考査や

学校行事などの正当な理由で自支部の大会に出場できない場合は、別日程で近隣高校との対抗戦

形式での参加や隣接する他支部大会に参加することができる。（参加は原則１回のみ） その際、

自支部地区委員に相談のこと。 

(８)新型コロナウィルス感染拡大防止対策として以下のことを遵守できる者。 

  ①発熱や風邪症状、咳・痰・胸部不快感、強いだるさや倦怠感のある者、および味覚嗅覚を感じな

い症状がある者は、参加を取りやめること。 

  ②過去１４日以内に政府から入国制限、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は参加を取りやめること。 

  ③同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合、あるいは１４日以内に感染者との接触や

濃厚接触者と特定された者も参加を取りやめること。 

   ④大会参加者に感染が判明した場合には、参加者名簿を関係機関に公表する場合があることを了承

のこと。 

  ⑤保護者が参加に同意し、所属校長から許可を得ること。 

   参加者は保護者の「同意書」（様式１）を各校校長に提出し、「校長証明書」（様式２）と合わせ

て顧問が各会場の本部へ提出のこと。 



  ⑥大会参加者、並びにチーム関係者は、大会当日（各日）、「参加者シート」（様式３）及び「体調

チェック表（試合当日朝）」（様式４）を記入し、顧問を通じて各会場の本部へ提出のこと。 

  ⑦大会終了後、２週間以内に感染が判明した場合には、速やかに大会主催者（専門委員長・地区委

員）に連絡をすること。その際、濃厚接触者を特定できるよう、「行動歴記録シート」（様式５）

を大会２週間前から、記録しておくこと。（大会終了後１か月は顧問がシートを保管しておくこ

と。）  

 (９) 組合せは大会エントリー数確定後、各支部専門部で責任抽選を行う。決定次第、各支部担当者か

ら連絡があります。なお、各会場の開館時間は９：００ 第１試合プロトコールを９：３０とす

るが、支部の事情や参加チーム数により各支部で柔軟に対応するので、組合せ決定の連絡と合わ

せて開館時間・第１試合プロトコール・チームの試合時間などをご確認下さい。 

 (10) 本大会は、やまぐち高校生２０２０メモリアルカップの開催要項および公益財団法人日本バレー 

ボール協会の「バレーボール競技に係る大会等再開時のガイドライン」を基本にして、新型コロ 

ナウイルス感染防止対策として以下のことを行う。 

① 無観客で行う。 

② 各試合において入館及び試合開始時間を設定し、当該試合関係者以外は体育館への入館を認め

ない。但し、それ以外の引率教員や大会役員は大会運営のため入館できる。 

③ 試合毎に換気を行う。 

④ 整列時の選手間握手は行わない。 

⑤ 開閉会式は行わない。表彰については、当該チームの代表者１名に対し大会役員が行う。 

⑤ その他（財）日本バレーボール協会の出している『感染防止策チェックリスト（主催者向け）』

に準じて、大会運営を行う。なお、引率教員の先生方もチーム関係者としてだけでなく、審判

および競技役員や感染防止対策実施の御協力をお願いします。 

 

６．申 込 先  下記各支部担当者までメールで申し込んで下さい。（ FAXも 可） 

・締切日  男子東部  藤原 翔（岩国工業）7/3（金） 

        中央部 久村貴志（防府西）  7/2（木） 

         西部  佐藤脩示（下関西）  7/9（木） 

      女子岩柳  有馬浩一（岩国商業）7/9（木）   

        徳山  佐藤哲朗（下松）    7/3（金）    

        山防  久村貴志（防府西）  7/9（木） 

        宇部  緒方健人（小野田）  7/2（木） 

        下関  石原亜津子（下関西）7/22（木） 

        長北  藤川修司（長門）   なし、当日まで可 

        

７．そ の 他 

 (１) 今後の感染状況によっては、大会が延期または中止となる可能性もあります。 

 (２) 当日は別紙「大会出場にあたっての提出書類＝５の（８）⑤・⑥」（様式１・２・３・４）一式を

御記入の上、御参加ください。 



 (３) 当日は別紙「大会出場にあたっての提出書類＝５の（８）⑤・⑥」（様式１・２・３・４）一式の

御提出を含め、感染症対策に御協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

 

 

８．問合せ先 

 ＜全体責任者＞ 

  〒759-4101 長門市東深川 427-2  tel:0837-26-0500  fax:0837-26-3646 

    山口県立大津緑洋高等学校内 山口県高体連バレーボール専門部委員長  吉 川 幸 治 

 

 ＜各支部責任者＞ 

  男子 東部  〒741-0061 岩国市錦見町 2-4-85     岩国工業高校  藤 原  翔  

     中央部 〒746-0036 周南市温田 1-1-1        南陽工業高校  木 村  寛 

     西部  〒751-0826 下関市後田町 4-10-1     下関西高校   佐 藤 脩 示 

   

  女子 岩柳  〒741-0072 岩国市平田 5-52-10      岩国商業高校  有 馬 浩 一 

     徳山  〒745-0631 下松市若宮町 12-1       下松高校    佐 藤 哲 朗 

     山防  〒747-1232 防府市台道 36-1         防府西高校   久 村 貴 志 

     宇部  〒756-0080 山陽小野田市くし山 1-26-1 小野田高校  緒 方 健 人 

     下関  〒751-0826 下関市後田町 4-10-1     下関西高校      石 原 亜津子 

     長北  〒759-4101 長門市東深川 1621      長門高校    藤 川 修 司 


