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本大会は、大会運営ガイドラインや感染対策を含む危機管理マニュアル(本大会用）に基づき、新型コロナウィルス感染
症対策を講じながら開催します。一方、日々変化する新型コロナウィルスの感染状況を見た中で、人数制限の緩和や感
染対策の変化なども考慮し、国や都道府県、関係省庁の指針や情報なども踏まえながら、大会運営を進めていくことが
必要です。
この全国大会ガイダンスは、そのような大会参加にあたっての注意事項を、重点的にお伝えするためのものですので、
大会参加チームは、記載の内容を十分理解して、参加してください。 なお、このガイダンスによる内容は、感染拡大等状
況が変わり、国・都道府県からの活動制限などにより周知内容が変更することもございますので、その点もご承知おき
ください。

※全国大会ガイダンスは、日々変化する状況から、順次追加・訂正する状況も踏まえ、冊子とはせず、ホームページから、ダウンロードする形式を
とっています。各チームは、「日本小学生バレーボール連盟ホームページ」より、ダウンロードしプリントアウトのうえ、周知徹底をお願いします。
また、追加連絡などが生じた場合は、適宜アップロードをしていきますので、随時確認をお願いいたします。

ガイダンスに掲載している項目

□参加人数と代表証(ＩＤカード）
□健康チェックシートについて
□集合及び入館・受付方法
□大会初日(8/9）の着席場所
□開会式について
□監督ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ・抽選会・代表者ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ
□大会最終日の取り扱いについて
□その他大会上の注意事項
□大会時の連絡先

その他の注意事項(別紙掲載)

●【資料1】全国大会参加にあたっての事前の注意事項
●【資料2】競技及び試合会場での注意事項
●【資料3】大会スケジュール
●【資料4】危機管理マニュアル
●【資料5】様式2・健康チェックシート(自己管理用)
●【資料6】様式3・健康チェックシート(チーム提出用)
●【資料7】オンラインミーティング参加要領(作成中)
●【資料8】撮影許可証(作成中)



参加人数と代表証(ＩＤカード）
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1．選手12名以内・ スタッフ３名以内・保護者等チーム関係者15名以内
各会場に入場できる人数は、上記の通りです。尚、会場内に入場の際は、下記代表証

(ＩＤカード）を必ず、首からさげて入場してください。(IDがないと入場できません)

※8/9の開会式は、当初代表3人、引率1人で周知をしていましたが(大会要項)、会

場における人数緩和等を踏まえ、上記人数(全日同様)に変更しました。

2．代表証(ＩＤカード）は、スタッフ・選手(カラー・ハガキサイズ)、保護者含むその他チーム関係者
(白黒・ハガキサイズ)です。大会本部より事前に送付されますので、忘れずに持参してください。

男子選手・スタッフ用 女子選手・スタッフ用 混合選手・スタッフ用 男子・女子・混合 各チーム関係者用



健康チェックシートについて
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1．参加者全員(チームスタッフ・選手・チーム関係者)は様式2・健康チェックシート（自己管理用）、

様式3・健康チェックシート(チーム提出用）を大会ホームページよりダウンロードのうえ、必要枚数を印刷の上、

持参してください。

健康チェックシートは自己管理用の様式2を大会中は毎朝記入をして、チーム提出用の様式3に転記のうえ、

様式3のみを提出してください。

◆発熱(37.5℃以上)等健康状態に異常が見られた場合は、危機管理専用電話(090-5005-9800）

まで、必ず連絡を入れてください。

2．代表者は、全員の健康を確認したうえで、入場後、転記を終えた健康チェックシート(様式3)

を受付に提出してください。
↑（様式3)健康チェックシート

チーム提出用

◎全国大会の健康チェックシート等については、下記のように取り扱います。

(注意)チームで保管する健康チェックシート等

下記の様式はチーム内で管理・保管をして,発熱等感染が疑われるときは、

大会本部の指示により、提出を求める場合があります。

① 様式1 大会参加承諾書 → 都道府県県大会で提出済

② 様式2 健康チェックシート(自己管理用)

提出日：　　　　年　　　　　月　　　　　日

＜基本情報＞

チーム名

又は

所　　属

所属

フリガナ 生年月日 西暦　　　　　年 月 日 （　　　歳）

携帯電話番号

Eメール

アドレス

自宅住所

＜大会当日の体温＞

日付 起床時体温

/ 　　 (    ) ℃

＜大会前２週間における健康状態＞　　※該当するものに「✓」を記入してください。

チェック欄

確認日 西暦 年 月 日

⑨　その他、気になること（以下に自由記述）

④　臭覚や味覚の異常がない

公益財団法人　日本バレーボール協会

健康チェックシート（提出用）

本健康チェックシートは、JVAの加盟団体が開催する各種大会・講習会において、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、来館者の健

康状態を確認することを目的としています。

本健康チェックシートに記入いただいた個人情報について、各協会及び主催者は、厳正なる管理のもとに保管し、大会・講習会等運営関係者の

健康状態の把握、来場可否の判断および必要なご連絡のためにのみ利用します。また、個人情報保護法等の法令において認められる場合を除

き、ご本人の同意を得ずに第三者に提供いたしません。但し、大会会場にて感染症患者またはその疑いのある方が発見された場合は、必要な範

囲で保健所等に提供することがあります。

氏名

〒

チェック項目

①　平熱を超える発熱がない

②　咳（せき）、のどの痛み等の風邪症状がない

③　だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）がない

⑤　体が重く感じる、疲れやすい等の症状がない

⑥　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ない

⑦　同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいない

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、地域等

　　 への渡航または当該在住者との濃厚接触がない

←（様式2)健康チェックシート
自己管理用



集合及び入場・受付方法
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(1) 開会式[8/9]の集合・入場方法

• 入館時の各チームの密を避けるため時間差で集合・入場をします。

• 指定時間外の来場は、屋外で長時間待機することで、熱中症の危険がありますので絶対にやめてください。

・ 集合は下記の時間帯に、ブロックごとで集合します。割り振られた時間帯に入場してください。

※1 指定時間前に来場した場合は、東京体育館から離れた場所でバス・車の中など涼しいところで待機してくだ
さい。また、その他の交通機関を使用する場合は、到着予定時刻を確認・調整して、来場してください。

※2 指定時間に遅れる場合は、大会本部まで、必ず連絡をしてください。 大会本部 03-5411-3811連絡先

指定時間 ブロック 都道府県名 入場口

関東ブロック 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 南入場口

北海道・東北ブロック 北北海道・南北海道・青森・岩手・秋田・山形・宮城・福島 北入場口

北信越ブロック 長野・新潟・富山・石川・福井 南入場口

中国ブロック 鳥取・島根・岡山・広島・山口 北入場口

近畿ブロック 滋賀・京都・奈良・和歌山・大阪・兵庫 南入場口

東海・四国ブロック 静岡・愛知・岐阜・三重・香川・徳島・愛媛・高知 北入場口

12:00～12：20 九州ブロック 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄 南入場口

11：00～11：20

11：20～11：40

11：40～12：00
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• 体育館の入場は、南入場口・北入場口とも1チーム2列でチームごとに入場してください(スタッフ・選手・チー
ム関係者とも)。入場前の整列時は代表証(IDカード)を胸に下げて、マスク着用で入場してください。

• 入場後は、指定場所(p6客席図参照)に着席してください。尚、入場後は、状況に応じて昼食等で、適宜
時間調整をしてください。

※グッズ販売は販売ブースで行っていますが、入場時間に合わせ、係員の指示で、順番でお買い求めください。

(2)開会式[8/9]の受付方法

• チーム受付は、サブアリーナ(B1)で行いますので、体育館に入場後、チーム代表が必ず受付をしてください。

• チーム受付では、健康チェックシート(チーム提出用)等を提出し、プログラム等の配布物を受け取ってくださ
い。

(3)大会予選[8/10・11]の入場・受付方法

・ 各会場とも、入場の際は代表証(IDカード)を胸に下げて、マスク着用で入場してください。

・ 入場後所定の場所において受付を行い、健康チェックシート(チーム提出用・様式3)を提出してください。

・ 受付場所や着席位置等は、会場により異なりますので、係員の指示に従ってください。

集合及び入場・受付方法



開会式(8/9)の観客席割振りについて
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◎時間差により入場後は、下記指定の席へ着席をしてください。

北観客席

メインアリーナフロアー
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メインアリーナフロアー

南観客席



開会式について
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(1)日時及び会場 ８月9日（火） 14:00 ～ 15:00 東京体育館 メインアリーナ
※開会式は、代表3人→登録選手12名以内全員参加に変更しました。

(2)今大会は、入場行進は行いません。13:30以降に誘導のアナウンスがありますので、指示に従ってメイ
ンアリーナに移動してください。全員マスクをして、ユニフォームを着用の上、移動します。
(3)開会式では、司会者がチーム紹介をします。チーム名がアナウンスされたら、全員立ち上がって、

手を振るなど、場内にアピールをしてください。
※但し、声は出さないでください。

注意事項
1）着替えはトイレでしてください。観客席では着替えないでください。
2) 観客席内での荷物・貴重品等の管理には充分にご注意願います。

特に開会式が始まって、写真・ビデオ撮影に熱中するあまり、荷物から目を離してしまい、その隙に
盗難にあうケースがありますので、充分にご注意願います。

3） 開会式では、チームの横断幕、のぼり等は一切掲出できません。



監督ミーティング・抽選会・代表者ミーティング(オンライン)
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(1)監督ミーティング(会議)      ８月9日（火） 17:30 ～ 18:00
●別紙オンラインミーティング参加要領に従い、各チーム監督が参加してください。
●同参加要領に記載されている招待メールURLやミーティングコード・パスワードから、参加して

ください。
(2)抽選会 ８月10日（水）19:00 ～ 20:00 / 11日(木) 19:30 ～ 20:30  

●抽選会はオンライン公開しますが、参加は任意です。同参加要領に従い、参加してください。
●男子・女子・混合別で実施します。同参加要領に記載されている招待メールURLやミーティング

コード・パスワードから、参加してください。
(3)代表者ミーティング ８月10日（水）20:00 ～ 20:15

●同参加要領に従い、各チーム代表1名が参加してください。
●同参加要領に記載されている招待メールURLやミーティングコード・パスワードから、参加してく

ださい。
※8月11日は抽選会終了後、男子・女子・混合別で引き続き行います。

今年の監督ミーティング (会議)及び代表者ミーティング・抽選会は、感染対策のためオン
ライン(zoom)で実施します。監督ミーティングは、男子・女子・混合合同で全国大会全体
を通した確認事項や注意などを連絡します。また、代表者ミーティングは、抽選会終了後
に、翌日の諸連絡をしますので、チーム代表が必ず1名は、参加をしてください。



大会最終日(8/12決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ）の取り扱いについて
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(1)本大会の最終日(決勝トーナメント)は、男子・女子・混合それぞれ、ベスト8チームの対
戦となります。最終日の入場方法等の詳細は、別途代表者ミーティング等でお知らせします。

(2)決勝トーナメントに進めないチームは、対戦がすべて終了した時点でチームごとに解散と
なります。その際は、補助役員の有無等確認の上、大会本部に連絡をして、解散となります。
尚、決勝トーナメントに進めなかったチームの最終日(決勝トーナメント）の入場及び見学は、
任意です。入場を希望する場合は、下記連絡先まで希望の有無を連絡の上、9：30以降
に北入場口より、代表証(IDカード)を胸に下げて、入場してください。但し、着席場所は3階
席となりますので、ご了解願います。

［最終日入場希望連絡先］ 全日本バレーボール小学生大会大会本部連絡メール
Email 2022zenkoku@jeva-web.com

mailto:2022zenkoku@jeva-web.com


その他大会上の注意事項
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(1)大会期間中の昼食(弁当の手配含む)について
●昼食用のお弁当は、今大会の協力社の「ほっともっと」のお弁当を、必ずご使用ください。

「ほっともっと」のお弁当については、各試合会場内に弁当の受渡所を設置し、弁当類の生ゴミ
回収を行います。

●昼食の際は、一方向を向き、黙食で食事をするようにしてください。

(2)会場内での写真・ビデオ撮影について
●写真・ビデオ撮影の際には、発行されている撮影許可証を必ず着けてください。
（各チームは、日本小学生バレーボール連盟ホームページより、撮影許可証をダウンロードし、
代表証ケースにいれて、提示してください。）
●撮影許可証を着けずに撮影を行っている場合は、撮影を禁止させていただきます。
●撮影は観客席・通路のみでお願いします。通行の妨げになるような場所や車椅子専用エリア

での撮影はご遠慮ください。競技中のフラッシュ撮影は、プレーの妨げになりますので禁止します。
●スマートフォン等の撮影についても撮影許可証が必要です。また、ＳＮＳ等への掲載について

も十分ご配慮してください。

(2)その他補足資料について
●「全国大会参加にあたっての事前の注意事項」「競技及び試合会場での注意事項」等の

資料についても、大会ホームページよりダウンロードし、確認の上周知徹底をお願いします。
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◎ 全国大会についての問合せは
全日本バレーボール小学生大会事務局 まで
お尋ねください。

電 話 ０３－５７３８－５３９１

ＦＡＸ ０３－５７３８－５３９２

E-mail 2022zenkoku@jeva-web.com

日本小学生バレーボール連盟ホームページ全国大会専用ページ

URL https://jeva-web.com/jeva_national_conv.html

大会中の連絡先
■東京体育館大会本部専用電話 ℡03－5411-3811

(会場への遅延等大会全般に関する連絡先)
※通話期間 8/9(火)AM 10:00 ～ 8/12(金)PM4:00

■危機管理専用電話 ℡ 090-5005-9800
(発熱などのコロナ感染症疑い等に関する連絡先)

■全国大会連絡専用メールアドレス
E-mail 2022zenkoku@jeva-web.com

■日本小学生バレーボール連盟ホームページ全国大会専用ページ

URL https://jeva-web.com/jeva_national_conv.html

QRコード(二次元バーコード)を読み取り、全国大会
ホームページに入れます

mailto:2022zenkoku@jeva-web.com
https://jeva-web.com/jeva_national_conv.html
mailto:2022zenkoku@jeva-web.com
https://jeva-web.com/jeva_national_conv.html

