令和 ３年度 全国 高等 学校総 合体 育大 会（ バレー ボー ル競 技）岡 山県 予選 会
兼 第 ６０ 回岡山 県高 等学 校総合 体育 大会 （バレ ーボ ール 競技 ） 大 会要 項
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５、 ６、１ ２日 ：９ 時１９ 分プ ロト コー ル
９時 ３０ 分競技 開始
１ ３日 ：９ 時４９ 分プ ロト コー ル １ ０時 ００ 分競技 開始
男 子 ６月
５ 日県立 倉敷 工業 高等学 校（ 倉敷 市老 松町）
県立 水島 工業 高等学 校（ 倉敷 市西 阿知町 ）
県立 倉敷 商業 高等学 校（ 倉敷 市白 楽町）
６ 日県立 倉敷 南高 等学校 （ 倉敷 市吉 岡）
１２ 日笠岡 市民 体育 センタ ー（ 笠岡 市八 番町）
１３ 日笠岡 総合 体育 館
（ 笠岡 市平 成町）
女 子 ６ 月５ 、６ 日県立 玉島 高等 学校
（ 倉敷 市玉 島阿賀 崎）
県立 総社 高等 学校
（ 総社 市総 社）
５ 日県立 倉敷 商業 高等学 校
１２ 日清心 女子 高等 学校
（ 倉敷 市二 子）
１３ 日笠岡 総合 体育 館
2020年 度（公 財） 日本 バレ－ ボ－ ル協 会６人 制競 技規 則に よる。
ト －ナ メント 戦方 式と する。
全 試合 ３セッ トマ ッチ とする 。（ ３位 決定戦 は行 わな い。 ）
（１ ） 選手は、学校教育法第１条に規定する高等学校（中等教育学校後期課程を含む）に
在籍する生徒とする。また、第７２条、１１５条、１２４条及び１３４条の学校に
在籍し、都道府県高等学校体育連盟の大会に参加を認められた生徒とする。
（２ ）選 手は 、岡山 県高 等学 校体 育連盟 に加 盟し ている 高等 学校 生徒で 当該 競技 要項 によ
り 、標 記大会 の参 加資 格を 有する 者に 限る 。
（３ ）（ 公財 ）日本 バレ －ボ －ル 協会登 録規 定に より、 2021年度 に高等 学校 男子 ・女 子
と して 登録さ れて いる チ－ ムとす る。
（４ ）転 校後 ６カ月 未満 の者 は参 加を認 めな い。 （外国 人留 学生 もこれ に準 ずる ）た だし、
一 家転 住等の 理由 によ りや むをえ ない 場合 は、岡 山県 高等 学校体 育連 盟会 長の 許可
が あれ ば、こ の限 りで ない 。
（５ ）平 成１ ４年４ 月２ 日以 降に 生まれ た者 。（ ４月２ 日を 起算 として １９ 歳未 満の 者）
た だし 、出場 は、 同一 競技 ３回ま でと し、 同一学 年で の出 場は、 １回 限り とす る。
（６ ）部 員不 足によ る合 同チ ーム を編成 する 場合 は次の とお りと する。
・ 参加 可能な 大 会は春 季大 会 ・支部 総体 ・県 総体 ・選 手権 大会 ・新 人大 会と する 。
た だ し 、 い ず れ の 大 会 に お い て も 県 代 表 に は な れ な い。 （ た だ し、 統 廃合 の
場合はこの限りではない）
・ 同支 部内の チ ームに よる 合 同に限 る。
・ いず れのチ ー ムも岡 山県 高 体連バ レー ボー ル部 にチ ーム 登録 して ある こと 。
また 、Ｊ ＶＡ ＭＲ Ｓ登 録部 員数 が６ 名未 満と する。
（ケ ガ・病 気 等によ り、 ６ 名未満 にな った 場合 は認 めな い。 ）
・ ユニ フォー ム はいず れか の チーム のも のに 統一 され てい るこ と。
た だし 、試 合毎に 替 えても よい 。
・ 参加 申し込 み は各校 から 行 い、支 部責 任者 に合 同チ ーム であ るこ とを 届け る。
・当該校長の承認が必要である。また、当該校の職員が監督・コーチ・マネージャー
を務める。
※合同チームの問い合わせは、岡山県立高梁高等学校織本昌朗委員長へする。

６ ．引率 ・監 督（ １） 引率責 任者 は、 校長の 認め る当 該校の 職員 とす る。 また、 校長 から 引率を 委嘱 さ

７ ．参加 制限

８ ．参加 申込

９ ．組み 合せ
10．そ の 他

れた「 部活 動指 導員」 （学 校教 育法施 行規 則第 78条 の２に 示さ れた 者）も 可と す
る。た だし 、「 部活動 指導 員」 に引率 を委 嘱す る校 長は、 岡山 県高 体連会 長に 事
前に届 け出 るこ と。引 率者 は、 全ての 行動 に対 して 責任を 負う もの とする 。監 督
が非常 勤講 師の 場合、 別途 引率 責任者 が必 要で ある 。
（ ２） 監督は 校長 が認 める指 導者 とし 、それ が外 部指 導者 の場合 は傷 害・ 賠償責 任保 険
（スポ －ツ 安全 保険等 ）に 必ず 加入す るこ とを 条件 とする 。（ 保険 証の写 し等 を
大会本 部に 提出 するこ と。 ）
（ １） チ－ム 編成 は、 監督１ 名、 コ－ チ１名 、マ ネ－ ジャ －１名 、選 手１ ４名以 内と す
る。（ 最大 １４ 名の競 技者 で構 成して よい が、 リベ ロを除 く正 規競 技者は 最大 １
２名。 競技 者が １３名 の場 合は 正規競 技者 は１ １名 。）マ ネ－ ジャ －は当 該校 の
教職員 また は生 徒でな けれ ばな らない 。コ －チ は、 当該校 長の 認め た者と する 。
ただし 、生 徒は 認めな い。
（ ２） 外国人 留学 生の 参加制 限に つい ては、 １４ 名の 選手 の内、 外国 人留 学生は ２名 ま
でエン トリ －で きるが 、コ －ト へはそ の内 １名 に限 る。

参加チームは別紙の選手申込マニュアルにより選手申込ファイルを作成し、
申込ファイルとパンフレット用の集合写真データを、別紙に明記されたそ
れぞれのアドレスに添付ファイルとして５月６日（木）必着で送信する。
不 明な点 は、 岡山 県立 興陽高 校の 赤木 貴博宛 に連 絡す る。［ TEL 086(296)2268 ］
岡 山県高 等学 校体 育連盟 バレ －ボ －ル部 常任 委員 会の 責任に おい て行 う。な お、
抽 選結果 は高 体連 バレー ボー ル部 ＨＰに 掲載 する 。
（ １） 各セッ トに おい て、リ ード する チーム が１ ３点 に達 したと き、 ３０ 秒間の 給水
タイム を自 動的 に適用 する 。最 終セッ トは チェ ンジ コート をし た後 に適用 する 。
給水タ イム は給 水だけ を目 的と したも のな ので 、選 手（生 徒の マネ ージャ ーも 含
む）だ けで 実施 される 。ベ ンチ スタッ フと 選手 の会 話は認 めら れな い。
（ ２） 監督・ コー チ・ マネー ジャ ー・ 選手の 変更 はチ ーム 受付時 まで とす る。た だし 、
最終日 の変 更は 認めな い。
（ ３） 参加申 込書 に記 載され た、 監督 、コ－ チ、 マネ －ジ ャ－、 キャ プテ ンは規 定の
記章を 各チ －ム で用意 し、 所定 の場所 に着 用し なけ ればな らな い。
（ ４） 監督・ 役員 ミー ティン グを ８時 ５０分 より 行う 。 各チーム１名は必ず参加す

ること。なお、最終日は会場準備が終わり次第、開始時刻を連絡する。
（５）チーム受付は引率者が試合設定時刻１時間前までに行う。時間は厳守する
こと。なお、最終日は受付を行わない。
（ ６） リベロ ・プ レ－ ヤ－に つい て
リベロ は、 チー ムの他 の競 技者 と対照 的な 色の ユニ フォー ムを 着用 する。
（ ７） 申し込 み後 、棄 権する 場合 は、
〒７１ ５－ ００ １９ 井原 市井 原町１ ８０ ２
岡山 県立 井原 高等学 校 山本 宏行 宛
［TEL 0866(62)0057 ］ に速 やかに 連絡 する 。
無断 棄権 の場 合は、 次の 大会 に出場 でき ない 。
（ ８） 今大会 優勝 チー ムは、 男子 ８月 ２日～ ６日 、女 子７ 月２７ 日～ ３１ 日に石 川県 金
沢市で 開催 され る令和 ３年 度全 国高等 学校 総合 体育 大会に 出場 する 。
（ ９） 今大会 使用 球は 、検定 球５ 号、 人工皮 革の カラ －ボ －ルと し、
男子－ モル テン （Ｖ５ Ｍ５ ００ ０） 女子 －ミ カサ （Ｖ３ ００ Ｗ） とする 。

（10）新型コロナウイルス感染防止について
・原則、無観客での開催とする。部員については全員の入場と観戦を認める。

・大会参加においては、岡山県高体連バレーボール部ＨＰの、「新型コ
ロナウイルス感染症対応ガイドライン（9月7日版）」を熟知し､遵守す
ること。
・注意！！！ チェックリストの提出について
参加者は、当日会場に到着後「体調管理表」を、大会本部に必ず提出
すること。提出のない者は、大会への参加が認められない。
（ 11） 緊急連 絡（ 台風 などに よる 大会 中止な ど） 等は 、岡 山県高 体連 バレ ーボー ル部
のＨＰ 上で 確認 のこと 。
（ 12） 注意！ ！・ ・・ チーム 加入 選手 一覧の 提出 につ いて ！

引率責任者は、チーム受付時にJVAMRS（個人登録システム）より印刷した
チーム加入選手一覧（個人登録費納入済のもの）を必ず提出する。
（ 13） 大会で 使用 する ライン ナッ プチ ケット ・構 成メ ンバ ー用紙 を高 体連 バレー ボー
ル部Ｈ Ｐか らダ ウンロ ード して 使用す る。

