
富岡市民スポーツ大会実施における感染症予防ガイドライン（更新版） 

令和４年３月現在 

富岡市スポーツ協会 

 

富岡市民スポーツ大会の開催にあたっては、公益財団法人日本スポーツ協会発行の「スポーツイベント

の再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」及び中央競技団体発行の各競技別ガイドライン、群馬県の

感染防止方針等に基づき、以下のとおり対策を行う。 

 

（１） 大会参加募集時の対応 

富岡市スポーツ協会及び主管団体は、参加募集に際し、感染拡大防止のために参加者が遵守す

べき事項を明確にし、協力を求める。協力を得られない参加者には、他の参加者の安全を確保

する等の観点から、大会への参加を取り消したり、途中退場を求めたりすることがあり得るこ

とを周知する。 

① 以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせること。 

ア．体調がよくない場合（発熱・風邪症状・咳・咽頭痛・味覚嗅覚を感じないなどの症状があ

る場合） 

イ．同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

ウ．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 

② 参加希望者・団体に以下の項目の遵守を周知する。 

ア．マスクを持参すること（スポーツを行っていない際や会話をする際にはマスクを着用する

こと。） 

イ．こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること。 

ウ．他の参加者、主催者スタッフ等との距離（できるだけ２ｍ以上）を確保すること。（障が

い者の誘導や介助を行う場合を除く） 

エ．大会中に大きな声で、応援等をしないこと。 

オ．感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指示に従うこと。 

カ．大会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対して速

やかに濃厚接触者の有無等について報告すること。 

 

（２） 大会当日の参加受付時の留意事項 

富岡市スポーツ協会及び主管団体は、大会当日の受付時に参加者が密になることへの防止や、

安全にイベントを開催・実施するため、以下に配慮して受付事務を行う。 

① 受付には、手指消毒剤を設置する。 

② 発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある人は入場しないように呼び掛けること。（状

況によっては、発熱者を体温計などで特定し入場を制限することも考えられる。） 

③ 参加者が距離をおいて並べるように目印の設置等を行う。 

④ 受付を行うスタッフは、マスク又はフェースシールド等を着用する。 
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⑤ 参加者・団体から以下の事項を記載した書面の提出を求めさせること（様式１） 

ア．参加者全員の氏名、年齢、住所、連絡先（住所、連絡先は団体競技の場合は代表者のみ） 

イ．イベント当日の体温（監督・コーチ等を含む全員） 

ウ．大会２週間前における以下の事項の有無 

１）平熱を超える発熱（おおむね 37 度 5 分以上） 

２）咳（せき）、のどの痛みなどの風邪の症状、嗅覚や味覚の異常 

３）だるさ（倦怠（けんたい）感）、息苦しさ（呼吸困難） 

４）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の有無 

５）同居家族や身近な知人に感染が疑われる者がいる場合 

６）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 

⑥  大会開催１週間前程度から「体調管理表」を作成し、参加団体の代表者が参加選手、関係者 

の健康管理情報を集約し、主催者が情報を求めた場合にはただちに報告すること。 

 

（３） 洗面所（トイレ）・手洗い場所 

① トイレ内の複数の参加者が触れると考えられる場所（ドアノブ、水洗トイレのレバー等）につ

いては、こまめに消毒する。 

② 手洗い場には石鹸を用意する。 

③ 「手洗いは３０秒以上」等の掲示をする。 

④ 手洗い後に手を拭く際は、持参したマイタオル又は使い捨てのペーパータオルを使用する。 

⑤ 手洗いが難しい場合は、アルコール等の手指消毒剤を用意する。 

 

（４） 更衣室、休憩・待機スペース 

① 他の参加者と密にならないよう広さにゆとりを持たせる（障がい者の介助を行う場合を除く） 

② 室内又はスペース内で複数の参加者が触れると考えられる場所（ドアノブ、ロッカーの取手、

テーブル、椅子等）については、こまめに消毒する。 

③ 換気扇を常に回す、換気用の小窓を開ける等、換気に配慮する。 

 

（５） 観客の管理 

① 大会の観客は、原則としてマスク又はフェースシールド等を着用する。観戦の際には、観客席

の数を減らす等間隔を空けるよう促す。 

② 屋内（体育館等）の競技については、必ず外履きを持ち込むための袋を各自持参させる。 

③ 監督・コーチ等の指導者となっている以外の保護者は試合場には入らず、必ず指定の観客席に

留まること。 

④ 応援方法については、以下の方法を禁止する。 

ア．肩組み、飛び跳ねなど集団での動きを伴う応援 

イ．大声または、指笛・メガホン・トランペット・太鼓等を使用しての応援 

ウ．フラッグや応援タオルを振り回す応援 
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（６） ゴミの廃棄 

  鼻水、唾液などが付いたゴミは、ビニール袋に入れて密閉して縛り、原則として、参加者が持ち帰

る。ゴミを回収する場合、回収する人は、マスクや手袋を着用する。マスクや手袋を脱いだ後は、必

ず石鹸と流水で手を洗い、手指消毒する。 

 

（７） 競技中の注意事項 

① 全競技共通事項 

ア．競技種目に関わらず、練習・競技をしていない間も含め、感染予防の観点から、周囲の人

となるべく距離（少なくとも２ｍの距離を空けることが適当）を空けること。（介助者や

誘導者の必要な場合を除く。）なお、屋外で２ｍ以上の距離が確保できる場合は、熱中症

リスクを考慮し、マスクを外す等の対応をとる。 

イ．練習・競技中に、唾や痰をはくことは極力行わないこと。 

ウ．飲食については、指定場所以外で行わず、周囲の人となるべく距離をとって対面を避け、

会話は控えめにすること。また、同じトング等で大皿での取り分けや回し飲みはしないこ

と。また、競技・練習中の給水についてもボトル等の共有はしないこと。 

エ．飲みきれなかったスポーツドリンク等を指定場所以外（例えば走路上）に捨てないこと。 

オ．体育館等を使用する屋内競技の場合は、参加者及び観覧者は下足を各自で持つものとし、

下足箱は使用を禁止する。 

カ．大会における、参加者及び関係者間での物品の共有はできるだけ避けるものとし、やむを

得ず使用する場合は、使用前後に手洗い及び消毒を行うこと。 

 

② 大会・競技別事項 

別紙のとおり定める。 

 

（８） その他の留意事項 

大会の主管団体は、万が一感染が発生した場合に備え、個人情報の取り扱いに十分注意しな

がら、大会当日に参加者より提出を求めた書面（上記（２）⑤）について、富岡市スポーツ協

会事務局（富岡市スポーツ課）に提出する。主管団体は写しを保管する。保存期間は 3 ヶ月と

する。 
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別紙 大会・競技別事項 

 

１． オープニング大会 

①  競技運営・種目共通事項 

ア．選手は競技開始前までに集合し、競技終了後は各自解散とすること。 

イ．選手同士のハイタッチ等は行わないこと。 

ウ．記録発表の際に、密集が起きないよう、掲示場所の分散化を行うなど配慮すること。 

エ．開会式・閉会式・表彰式を行う際は、最低限の人数の参加とし、３密を避けた状態で行うこ

と。 

オ．競技役員・補助員は競技開始前に手指を消毒し、マスク、手袋等を着用すること。 

② ９００ｍリレー競技中の注意事項 

ア．バドンは必ずレース毎に消毒・清掃を行うこと。 

イ．待機場所ではゆとりを持たせ、他チーム選手とは極力会話を避けること 

③ 綱引き競技中の注意事項 

ア．ピストルやストップウォッチ等の備品は必ず使用毎に消毒・清掃を行うこと。 

イ．選手は試合の前後に必ず手指を消毒すること。 

ウ．綱引きロープは、こまめに消毒・清掃を行うこと。 

エ．競技中も原則としてマスク等を着用すること。 

オ．前後の選手の間隔は、２ｍ以上の間隔は求めないが、接触をしないよう配慮すること。 

カ．前後の選手同士の会話は、極力しないこと。 

④ スマイルボウリング競技中の注意事項 

ア．選手は試合前及び試合中に投球する毎に必ず手指を消毒すること。 

イ．レーンの間隔はできるだけ２ｍ以上確保すること。 

ウ．競技中も原則としてマスクを着用すること。 

エ．待機する選手はできるかぎり一定の間隔の確保に努めること。 

オ．用具を触る競技役員はできるかぎり手袋等を着用すること。 

⑤ ボッチャ競技中の注意事項 

ア．選手は試合の前後に必ず手指を消毒すること。 

イ．競技中も原則としてマスクを着用すること。 

ウ．レフリーキット等の備品はこまめに消毒・清掃を行うこと。 

エ．待機する選手はできるかぎり一定の間隔の確保に努めること。 

オ．用具を触る競技役員はできるかぎり手袋等を着用すること。 

⑥ スポーツ雪合戦競技中の注意事項 

ア．選手は試合の前後に必ず手指を消毒すること。 

イ．競技中も原則としてマスク等を着用すること。 

ウ．競技中の選手同士は２ｍ以上の間隔は求めないが、できるだけ接触しないように配慮するこ

と。 

エ．用具を触る競技役員はできるかぎり手袋等を着用すること。 
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２．秋季大会 

（１） 陸上競技 

① 競技運営・種目共通事項 

ア．スタート待機及び招集時間を分割し、密集を防ぐタイムテーブルを設定する。 

イ．競技開始前の招集時刻を分散化（細分化）し、招集所は競技者同士の距離はソーシャルディ

スタンスを確保し、手続きの簡略化（滞在時間の短縮）を行う。 

ウ．滞在時間短縮のため競技者紹介は簡略化する。 

エ．中長距離レースについては、２段階スタートを実施するなど、スタート時点での密を防ぐ

工夫をする。 

オ．記録発表の際に、密集が起きないよう、掲示場所の分散化を行う。 

カ．開会式・閉会式・表彰式を行う場合は、最低限の人数の参加とし、３密を避けた状態で行う。 

キ．競技役員・補助員は競技開始前に手指を消毒し、マスク、フェースシールド等を着用する。 

② トラック種目競技中の注意事項 

ア．２～３組ずつスタート地点に誘導し、待機場所にゆとりを持たせる。 

イ．競技者をスタート位置やフィニッシュ後に留まることを短時間とする。 

ウ．招集中・移動中・待機中はマスク等を着用するように呼び掛ける。 

③ フィールド種目競技中の注意事項 

ア．待機場所における競技者同士のソーシャルディスタンスを確保し、競技役員は注意を促す。 

イ．投てき器具を共用使用する際は、終了後の手洗い、洗顔の徹底を呼び掛ける。また、試技の

前後に手指の消毒を実施し、競技中に不用意に手で顔を触らぬように注意を呼び掛ける。

跳躍種目における着地マットや砂場も同様である。 

ウ．滑り止め（炭酸マグネシウム）利用については、競技者が容器に手を入れて着ける方法はと

らず、競技役員や補助員から適量を受け取る方法とする。また、競技者の持ち込みを可とす

る。 

エ．助走練習、投てき練習時に並ぶ時はソーシャルディスタンスを確保する。 

オ．競技者同士の会話は極力避け、待機中はマスクを着用するように呼び掛ける。 

カ．手旗、計測器、パソコンなどを共用する場合は、使用後の手洗い・手指消毒、機器の消毒を

行う。 

キ．コーチが競技者に向かって話す場合は、マスク着用の上、できるだけ２ｍ以上の距離を確

保する。 

 

（２） バレーボール 

① 競技運営 

ア．屋内で競技を行う場合、定期的に開放して外気を取り入れる等の換気を行うこと。 

イ．試合球はできるだけ複数個用意し、こまめに消毒・清掃を行って交換しながら使用する。 

ウ．線審のフラッグ、得点板、モップ等、試合で使用する備品類のこまめな消毒を行う。 

エ．審判員の笛については、唾液の付いた状態での放置は避け、極力、電子ホイッスルを活用す

る。 
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オ．コイントスや試合前後の握手は行わず、一礼などでこれに代えるものとする。 

カ．競技役員は競技開始前に手指を消毒し、マスク、手袋、フェースシールド等を着用する。 

② 競技中の注意事項 

ア．試合前などの円陣や、ベンチでの集合時においてもできるだけ密集・接触を避ける。 

イ．競技中のハイタッチは腕のタッチにとどめる。 

ウ．ネット際などで、相手に向いた状態での発声は控える。 

エ．ベンチ内の選手はマスクを着用する。 

 

（３） ソフトボール 

① 競技運営 

ア．バット、ヘルメット、グローブ、打撃用手袋、ロジンバッグなどは各選手が使用し、可能な

限り他の選手との共用を回避するようにし、共有する場合は、こまめに消毒を行う。 

イ．球審はできるだけマスクを着用する。 

ウ．球審は捕手に触れてはいけない。 

エ．ベンチ内には消毒液を設置する。 

オ．試合間のインターバルを長めに設定し、選手ならびに関係者の密集のリスクを避けること。 

カ．競技役員は競技開始前に手指を消毒し、マスク、手袋、フェースシールド等を着用する。 

② 競技中の注意事項 

ア．肌が触れ合うハイタッチ、ハグなどの身体的接触を避ける。 

イ．グラウンドレベルでの円陣は避ける。 

ウ．ベンチ内での選手間の距離は、できるだけ２ｍを確保する。 

エ．試合前の打順表最終確認の際は、可能な限りお互いの距離を取り、監督、審判の握手は行わ

ない。 

オ．監督、コーチが審判に近づく際は、最低２ｍの距離を保つ。 

カ．試合開始時の整列及び礼は、球審の集合準備の合図で両チームがベンチ前に整列し、その

場で礼をして行う。試合終了時も同様の形態とする。 

 

（４） 軟式野球 

① 競技運営 

ア．バット、ヘルメット、グローブ、打撃用手袋、ロジンバッグなどは各選手が使用し、可能な

限り他の選手との共用を回避するようにし、共有する場合は、こまめに消毒を行う。 

イ．球審はできるだけマスクを着用する。 

ウ．球審は捕手に触れてはいけない。 

エ．ベンチ内には消毒液を設置する。 

オ．試合間は、選手ならびに関係者の密集のリスクを避けること。 

カ．競技役員は競技開始前に手指を消毒し、マスク、手袋、フェースシールド等を着用する。 

② 競技中の注意事項 

ア．肌が触れ合うハイタッチ、ハグなどの身体的接触を避ける。 
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イ．グラウンドレベルでの円陣は避ける。 

ウ．ベンチ内での選手間の距離は、一定間隔を保つように努力すること。 

エ．試合前の打順表最終確認の際は、可能な限りお互いの距離を取り、監督、審判の握手は行わ

ない。 

オ．監督、コーチが審判に近づく際は、最低２ｍの距離を保つ。 

カ．試合開始時の整列及び礼は、球審の集合準備の合図で両チームがベンチ前に整列し、その

場で礼をして行う。試合終了時も同様の形態とする。 

 

（５） 卓球 

① 競技運営 

ア．競技を行う際は、定期的に十分な換気を行うこと。 

イ．卓球台は十分な間隔を開けて設置する。 

ウ．卓球台およびボールはできるだけこまめに清掃を行う。 

エ．競技役員は競技開始前に手指を消毒し、マスク、手袋、フェースシールド等を着用する。 

② 競技中の注意事項 

ア．握手などの身体を接触させる挨拶は行わない。 

イ．ゲーム中のチェンジエンドは行わない。 

ウ．タオルの共有はしない。 

エ．卓球台の上で手を拭くことを禁止する。 

オ．卓球台に汗拭き用のタオルをかけることを禁止する。 

カ．シューズの裏を手で拭くことはしない。 

 

（６） ソフトテニス 

① 競技運営 

ア．試合球はできるだけ複数個用意し、こまめに消毒・清掃を行って交換しながら使用する。 

イ．競技役員は競技開始前に手指を消毒し、マスク、手袋、フェースシールド等を着用する。 

ウ．コートに入場できるのは対戦する選手と、ベンチコーチの監督のみとし、待機選手はコー

ト外で一定間隔を保ち応援する。 

② 競技中の注意事項 

ア．コート内においてもできるだけ２ｍ確保し、ペアで話をする際には、対面しないようにす

ること。 

イ．試合開始前の挨拶、トスおよび試合後の挨拶はネットから１ｍ以上離れて行うこと。また、

試合後の選手間での握手は行わないこと。 

ウ．ペアでのハイタッチや握手は行わず、至近距離での声掛けも行わないこと。 

エ．チェンジエンドの際も対戦相手・ペアとの距離を２ｍ以上確保すること。 

 

（７） テニス 

① 競技運営 
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ア．試合球はできるだけ複数個用意し、交換しながら使用する。 

イ．選手は競技開始前に必ず手指を消毒する。 

ウ．競技役員は競技開始前に手指を消毒し、マスク、手袋、フェースシールド等を着用する。 

エ．コートに入場できるのは対戦する選手と、ベンチコーチの監督のみとし、待機選手はコー

ト外で一定間隔を保ち応援する。 

② 競技中の注意事項 

ア．コート内においてもできるだけ２ｍ確保し、ペアで話をする際には、対面しないようにす

ること。 

イ．試合開始前の挨拶、トスおよび試合後の挨拶はネットから１ｍ以上離れて行うこと。また、

試合後の選手間での握手は行わないこと。 

ウ．ペアでのハイタッチや握手は行わず、至近距離での声掛けも行わないこと。 

エ．チェンジエンドの際も対戦相手・ペアとの距離を２ｍ以上確保すること。 

 

（８） ゴルフ 

① 競技運営 

ア．受付時等、クラブハウス内では必ずマスク等を着用する。また、ラウンド中のカート乗車時

等も極力マスクを着用するものとする。 

イ．受付時、参加者に対して検温を求め、主催者側として非接触型の検温器により検温を実施

する。また、参加者に対して、こまめな手指消毒、手洗いの励行等、感染防止を要請する。 

ウ．クラブハウス内におけるキャディーバックの移動は、原則セルフとする。 

エ．参加者に対する注意事項やローカルルールの説明は文書の配布とし、口頭での説明はでき

るだけ避けることとする。 

オ．プレー終了後の表彰式は各地区の代表者等、極力少人数で行うこととする。 

② 競技中の注意事項 

ア．スタート地点（ティーイングエリア）にはスタート組だけ集まり、後続の組は間隔を開けて

後方で待機する。また、以降のホールにおいて先行組がティーイングエリアにいる場合も

同様に後方で待機する。 

イ．乗用カートに乗車中の会話はプレーに必要な事項等に制限するなど努める。 

ウ．ゴルフ場側が感染防止策で、コース内の動かせる障害物を撤去した場合は、これに対応す

るローカルルールを定める。（例：バンカーレーキ等が撤去された場合のルール等） 

エ．他の選手とのハイタッチや握手は行わず、至近距離での声掛けも行わないこと。 

オ．スコアカードの提出は、カートナビへの入力を同伴者確認で登録することを原則とする。

なお、カートナビがない場合は別途に提出方法を定める。 

 

（９） グラウンドゴルフ 

① 競技運営 

ア．競技役員は競技開始前に手指を消毒し、マスク、手袋、フェースシールド等を着用する。 

② 競技中の注意事項 
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ア．試合中やミーティングの際は、他の参加者との距離をできるだけ２ｍ以上確保すること。 

イ．できるだけ前後一直線に並ぶのでなく、並列、あるいは斜め後方に位置取ること。 

ウ．選手同士のハイタッチや握手は行わないこと。 

 

（１０） バスケットボール 

① 競技運営 

ア．屋内で競技を行う場合、セット間などに定期的に開放して外気を取り入れる等の換気を行

うこと。 

イ．試合球はできるだけ複数個用意し、こまめに消毒・清掃を行って交換しながら使用する。 

ウ．得点板、モップ等、試合で使用する備品類のこまめな消毒を行う。 

エ．審判員の笛については、唾液の付いた状態での放置は避け、極力、電子ホイッスルを活用す

る。 

オ．競技役員は競技開始前に手指を消毒し、マスク、手袋、フェースシールド等を着用する。 

② 競技中の注意事項 

ア．試合前などの円陣や、ベンチでの集合時においてもできるだけ密集・接触を避ける。 

イ．競技中のハイタッチは腕のタッチにとどめる。 

 

（１１） ハンドボール 

① 競技運営 

ア．屋内で競技を行う場合、セット間などに定期的に開放して外気を取り入れる等の換気を行

うこと。 

イ．試合球はできるだけ複数個用意し、こまめに消毒・清掃を行って交換しながら使用する。 

ウ．得点板、モップ等、試合で使用する備品類のこまめな消毒を行う。 

エ．審判員の笛については、唾液の付いた状態での放置は避け、極力、電子ホイッスルを活用す

る。 

オ．競技役員は競技開始前に手指を消毒し、マスク、手袋、フェースシールド等を着用する。 

② 競技中の注意事項 

ア．試合前などの円陣や、ベンチでの集合時においてもできるだけ密集・接触を避ける。 

イ．競技中のハイタッチは腕のタッチにとどめる。 

ウ．ベンチ内にいる選手はマスクを着用する。 

 

（１２） サッカー 

① 競技運営 

ア．審判は選手に触れてはいけない。 

イ．ベンチ内には消毒液を設置する。 

ウ．試合間のインターバルを長めに設定し、選手ならびに関係者の密集のリスクを避けること。 

エ．審判員の笛については、唾液の付いた状態での放置は避け、極力、電子ホイッスルを活用す

る。 
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オ．競技役員は競技開始前に手指を消毒し、マスク、手袋、フェースシールド等を着用する。 

② 競技中の注意事項 

ア．肌が触れ合うハイタッチ、ハグなどの身体的接触を避ける。 

イ．円陣は避ける。 

ウ．試合前、試合後に相手チーム、審判団との握手は実施しない。 

エ．両チームベンチへの挨拶を実施しない。 

オ．ベンチ内での選手間の距離は、できるだけ２ｍを確保する。 

カ．ベンチ内にいる選手はマスクを着用する。 

 

（１３） バドミントン 

① 競技運営 

ア．屋内で競技を行う場合、定期的に開放して外気を取り入れる等の換気を行うこと。 

イ．得点板、モップ等、試合で使用する備品類のこまめな消毒を行う。 

ウ．コートのモップ掛けは、定期的に行う。 

エ．競技役員は競技開始前に手指を消毒し、マスク、手袋、フェースシールド等を着用する。 

② 競技中の注意事項 

ア．選手同士や審判員との握手は行わない。 

イ．トスは、できるだけ２ｍ以上の間隔を確保して行う。 

ウ．コールは必要最小限とする。 

エ．シャトルの交換は、選手がシャトルを直接筒から取り出すか、選手が一定の距離にきたら、

投げて渡す。シャトルの交換時は、選手が回収ボックスに入れる。 

 

（１４） 柔道 

① 競技運営 

ア．試合会場は窓等を開放して外気を取り入れる等の換気を行うこと。 

イ．畳については、抗ウイルス製品等を使用し、こまめに清掃する。 

ウ．競技役員は競技開始前に手指を消毒し、マスク、マウスシールド等を着用する。 

② 競技中の注意事項 

ア．試合中の位置取りについて、審判同士や選手とは、十分な距離（できるだけ２ｍ以上）を空

けるものとするが、技の判定（特に絞技）の判断には近接での判断が必要な場合もあるの

で、臨機応変に対応する。 

イ．試合中、監督や選手、コーチが試合場で大声をだし応援や指示をする場合には厳しく注意

を行う。 

 

（１５） 剣道 

① 競技運営 

ア．試合会場は窓等を開放して外気を取り入れる等の換気を行うこと。 

イ．試合場、及び競技に使用する備品類等については、抗ウイルス製品等を使用し、こまめに清
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掃する。 

ウ．競技役員及び審判員はこまめに手指を消毒し、マスク、フェースシールド等を着用する。 

エ．試合前の素振り、打ち込み練習の際の発声は極力避ける。 

オ．剣道具等の備品を共有する場合は、消毒して使用する。 

② 競技中の注意事項 

ア．試合を行う者は、飛沫の飛散を防止するため、マスクとシールドを着用すること。 

マスクは口を隠し正しく装着し、シールドは口を覆うものを必須とする。 

イ．試合中、監督やコーチ、観覧者が大声をだし応援や指示をする場合には厳しく注意を行う。 

ウ．鍔競り合いはできるだけ避け、鍔競り合いとなった場合は速やかに積極的に分かれる。 

 

（１６） 弓道 

① 競技運営 

ア．道場出入口や窓などを開け、換気を行うこと。 

イ．射手間隔は１．８ｍ以上あけること。 

ウ．行射する選手以外はマスク等を着用する。 

エ．他人の弓具にはできるだけ触れないこと。 

オ．競技役員は競技開始前に手指を消毒し、マスク、手袋、フェースシールド等を着用する。 

カ．弓具は、噴霧等による消毒をこまめに行う。 

② 競技中の注意事項 

ア．矢取りは各自行うこととし、やむを得ず他人が行う場合は、返却された矢の消毒を行うこ

と。 

 

（１７） 空手道 

① 競技運営 

ア．試合会場は窓等を開放して外気を取り入れる等の換気を行うこと。 

イ．試合場、及び競技に使用する備品類等については、抗ウイルス製品等を使用し、こまめに清

掃する。 

ウ．選手の安全具の貸し借りは行わないこと。 

エ．競技役員は競技開始前に手指を消毒し、マスク、手袋、フェースシールド等を着用する。 

② 競技中の注意事項 

ア．試合中の位置取りについて、審判同士や選手とは、十分な距離（できるだけ２ｍ以上）を空

けるものとするが、技の判定の判断には近接での判断が必要な場合もあるので、臨機応変

に対応する。 

イ．試合中、監督や選手、コーチが試合場で大声をだし応援や指示をする場合には厳しく注意

を行う。 

 

（１８） ネオホッケー 

①  競技運営 
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ア．体育館内は、セット間などにドア、窓を開放して外気を取り入れ換気を行うこと。 

イ．試合球はできるだけ複数個用意し、こまめに消毒・清掃を行って交換しながら使用する。 

ウ．得点板、モップ等、試合で使用する備品類のこまめな消毒を行う。 

エ．フェンス、ゴールおよびボールは、試合終了後に次亜塩素酸水（100ppm）などで消毒する。 

オ．審判員の笛については、個人使用とし、貸し借りはしない。又、唾液の付いた状態での放置

はしないこと。 

カ．競技役員は競技開始前に手指を消毒し、マスクやフェースシールド等を着用する。 

②  競技中の注意事項 

ア．選手、監督、コーチは大声を出してはいけない。 

イ．スティック、アイガード等の用具は自身が所有する物のみ使用し、他者のものは使用しな

い。 

ウ．ゲームごとのチェンジコートは行わない。 

エ．試合前などの円陣や、ベンチでの集合時においてもできるだけ密集・接触を避ける。 

オ．競技中は握手やハイタッチなどの身体を接触させる挨拶は行わない。 

   

（１９） ソフトバレーボール 

① 競技運営 

ア．屋内で競技を行う場合、定期的に開放して外気を取り入れる等の換気を行うこと。 

イ．試合球はできるだけ複数個用意し、こまめに消毒・清掃を行って交換しながら使用する。 

ウ．線審のフラッグ、得点板、モップ等、試合で使用する備品類のこまめな消毒を行う。 

エ．審判員の笛については、唾液の付いた状態での放置は避け、極力、電子ホイッスルを活用す

る。 

オ．コイントスや試合前後の握手は行わず、一礼などでこれに代えるものとする。 

カ．競技役員は競技開始前に手指を消毒し、マスク、手袋、フェースシールド等を着用する。 

② 競技中の注意事項 

ア．試合前などの円陣や、ベンチでの集合時においてもできるだけ密集・接触を避ける。 

イ．競技中のハイタッチは腕のタッチにとどめる。 

ウ．ネット際などで、相手に向いた状態での発声は控える。 

エ．ベンチ内の選手はマスクを着用する。 

 

（２０） フットサル 

① 競技運営 

ア．屋内で競技を行う場合、ゲーム間などに定期的に開放して外気を取り入れる等の換気を行

うこと。 

イ．審判は選手に触れてはいけない。 

ウ．ベンチ内には消毒液を設置する。 

エ．試合間のインターバルを長めに設定し、選手ならびに関係者の密集のリスクを避けること。 

オ．審判員の笛については、唾液の付いた状態での放置は避け、極力、電子ホイッスルを活用す
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る。 

カ．競技役員は競技開始前に手指を消毒し、マスク、手袋、フェースシールド等を着用する。 

② 競技中の注意事項 

ア．肌が触れ合うハイタッチ、ハグなどの身体的接触を避ける。 

イ．円陣は避ける。 

ウ．試合前、試合後に相手チーム、審判団との握手は実施しない。 

エ．両チームベンチへの挨拶を実施しない。 

オ．ベンチ内での選手間の距離は、できるだけ２ｍを確保する。 

カ．ベンチ内にいる選手はマスクを着用する。 

 
（２１） ゲートボール 

① 競技運営 

ア．競技役員は競技開始前に手指を消毒し、マスク、手袋、フェースシールド等を着用する。 

② 競技中の注意事項 

ア．試合中やミーティングの際は、他の参加者との距離をできるだけ２ｍ以上確保すること。 

イ．ゲート・ゴールポール、ボール等は、各試合終了後に消毒・清掃を行うこと。 

ウ．用具はできるだけ共有を避け、共有する場合は必ず使用毎に消毒・清掃を行うこと。 

エ．競技中も原則としてマスク等を着用すること。 

オ．コート間はなるべく広く設置すること。 
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