平成２ ９年５ 月８日
秋田 県中学 校春季 バレー ボール 大会
出場 校バレ ーボー ル部監 督様
秋田 県中体連 バレー ボール 専門部
部会長 小笠 原茂人
委員長 伊藤 祐之

「平成 29 年度秋田県中学校春季バレーボール大会」緊急時の動きについて
秋田県 中体 連バ レーボ ール 専門 部で は，災 害の 発生 時に応 じて 次の よう な対応 をと ります 。以下
の動 きにつ いてご 確認の 上，各 校生徒 ・保護者 に周知 するよ うお願 いいた します 。

大 会 前 に 地 震 が発生し， 停電になっ た場合の対処
生 徒 は 自 宅 待機 (大会 の開催 ・中止等 の連絡 を待つ )
中 体 連 会 長 ，部 会長が今後 の方針を決定 し，メール 等で専門委 員長に連絡
※ 考えら れる主 なパタ ーンは 次の２ 通り
(１) 被害 が甚大 で回復 のめど が立た ない場合（被害 甚大の 規準： 秋田市 全域の 停電）
→予 定され た会期 （１３ 日(土)，１４日 (日)） での開 催を中 止する 。
被害 の大き さによ っては ，平成 ２９年度 秋田県 中学校 春季バ レーボ ール大 会を延期 する。
(２) 被害 が軽微 で，回 復の見 通しが 立つ場合
→大 会開催 の連絡 をメー ル等で 専門委員 長から 各校監 督に連 絡する 。
この 場合次 のパタ ーンで 大会を 開催する 。
① １ ２日(金)の午 後４時 までに 停電が回 復した 場合
→ 予定ど おりの 会期で 県春季 大会を実 施
② １ ２日(金)の午 後４時 までに 停電が回 復しな かった 場合
→ この場 合は軽 微では ないの で，県春 季大会 は延期

大 会 中 に 地 震 が発生し， 停電になっ た場合の対処
部 会 長 が 状 況を 総合的に判 断し，対応を 決定
（ １）各 校担当 者が保 護者に 連絡し ，安全な 場所に 迎えに 来ても らい， 保護者 に引き渡 す。
（ ２）担 当者は ，状況 を各校 に連絡 する。
（ ３）試 合途中 で継続 不可の 場合は 以下のと おりと する。
公 式大会 である ため， 公式ル ール（第 ５章第 １７条 第３項 ）に基 づいて 対処する 。
〔 １〕中 断が合 計４時 間を超 えた場合
試合 はすべ てやり 直しとな る。
〔 ２〕中 断が４ 時間を 超えな い場合
ⅰ） 試合 が同 一コー トで 再開 され る場合 は， 中断 したセ ットは 同じス コア， 同じ競
技者 およ び位 置で 正常に 続行 され る。既 に完 了し たセ ットの 得点 はその まま生
かさ れる。
ⅰ） 試合 が別 のコー トで 再開 され る場合 は， 中断 された セット は無効 となり ，同じ
競技 者， 同じ スタ ーティ ング ・ラ イン・ アッ プで 再開 される 。既 に完了 してい
るセ ットの スコア はそのま ま生か される 。
＊ 再試 合の予 定につ いては， 改めて 検討す る。
※ いず れの場 合も， １チーム は１日 ３試合 までと する。
（４） 大会 ２日 目（試 合開 始前 ）に 発生し た場 合に おいて も， 対応 を検 討後， 各監 督に連 絡をす
る。

情報伝達経路
（１）県 中体 連→部会 長→県 専門委 員長→ 各郡市 専門委員 長→ 出場校監 督→各 校部員
※通 話が つなが りに くい こと が予想 され るた め，こ の連 絡は 基本 的にメ ール になり ます。
（２）各 郡市 専門委員 長，出 場校監 督への メール 連絡網の 作成
（ ３ ） 各 出 場 校 に お い て も ， 非 常 時 の 連 絡 体 制 が と れ て い る か 確認 し ， 構 築 す る よ う に 努力 し
て くだ さい。

避難場所
地震 発生 時 →県営 トレー ニング センタ ー駐車場

