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2022 年 6 月 21 日現在 

北海道学生陸上競技連盟 

新型コロナウイルス感染症対策室 

 

新型コロナウイルス感染症予防対策のガイダンス 

第 44 回 北日本学生陸上競技対校選手権大会 

 

これまでの大会においては、令和 3 年度に予定している北海道学生陸上競技連盟(以下本連

盟)主催大会及び競技会は無観客とする、としていたが、昨今の感染状況や他大会の状況を

鑑み、第 44 回北日本学生陸上競技対校選手権大会は、日本陸上競技連盟が策定している陸

上競技再開のガイダンスを厳守したうえで有観客にて運営する。その他本連盟は下記の事項

を策定しこれらを厳守し競技会事業を運営する。本ガイダンスに反した行為をしたものは退

場処分とする。また、本連盟が悪質であると判断した場合は該当団体の今年度の本連盟主催

大会及び競技会の参加を認めないことがある。 

 

 

【開催前提条件】 

1. 緊急事態宣言の解除 

(1) 移動制限の解除 

(2) 不要不急の外出自粛の解除 

(3) 店舗営業自粛の解除 

※但し緊急事態宣言の発令下であっても緊急事態宣言の要請内容にイベント開催の中止

若しくは自粛が含まれていない場合は、競技会を開催することを検討する。開催にあた

っては、開催地の自治体等と感染防止に関する諸事項について十分に協議してうえで政

府や開催地の自治体等から示された条件等を踏まえ、感染リスクをできる限り軽減させ

る策を講じる。 

2. 開催地の自治体から本連盟主催大会及び競技会の開催が認められている。 
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【会場への入場を認める者】 

1. 本連盟役員、大会役員、競技役員、メディカルスタッフ、補助員、各参加団体陸上競技

部の部員、参加団体の指導者、その他本連盟が入場を許可した者（報道関係者等） 

また、今大会においては、体調管理チェックフォームの入力または体調チェックシート

への記入をしたものに限り観客の入場を認める。 

 

2. 1.に該当する者のうち、以下の事項に該当する者は会場への入場を許可しない。  

(1) 観客、本連盟役員、大会役員、競技役員、メディカルスタッフについては、新型コ

ロナウイルス感染症についての体調管理チェックフォーム(北海道学生陸上競技連

盟作成)を入場時に入力していない、または体調管理チェックシート（本連盟作

成）を記入、本部、受付へ提出していない者。 

(2) その他の大学関係者（各参加団体陸上競技部の部員、参加団体の指導者、補助員な

ど）については、体調管理チェックシートを記入していない者。また、各校の代表

者が誓約フォームを記入していない団体の構成員。 

(3) 提出するチェックフォーム、チェックシートに署名をしていない者、また、当ガイ

ドラインを遵守することへの同意を確認できないもの。 

(4) 同居家族や知人・友人に感染が疑われる者がいる。  

(5) 過去 14 日間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、

地域等への渡航歴又は当該居住者との濃厚接触がある者。  

(6) チェックフォームの入力状況、チェックシートの記入状況、その他当日の体調等か

ら合理的に考え来場するに相応しくないと本連盟の新型コロナウイルス感染症対策

室役員が判断した者。 

  

【体調チェックフォーム、体調管理チェックシートについて (北海道学生陸上競技連盟発

行)】 

1. 【大会前/提出用】新型コロナウイルス感染症についての体調管理チェックシート 

(1) 各団体関係者は全員、大会 1週間前からシートに記載事項を記入する。 

(2) 当日、各団体の代表者が全員分をまとめた上で、後述する誓約フォームの入力を行

う。 

(3) 本チェックシートは、各団体が責任をもって保管し、場合により保健所または、日

本陸上競技連盟、日本学生陸上競技連合等の関係機関に提出を要求する場合があ

り、その場合は応じなければならない。 
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2. 【大会後/個人管理用】新型コロナウイルス感染症についての体調管理チェックシート 

(1) 大会終了後 2 週間はシートに記載事項を記入する。 

(2) 大会終了後 1 か月はシートを各自で保管する。また、本連盟に提出を求められた

場合は、これに応じなければならない。  

 

 

3. 誓約フォーム（本連盟作成）（各団体向け） 

(1) 各団体の代表者は、団体の構成員全員が体調管理チェックシートを記入したことを

確認し、その体調管理チェックシートをまとめた上保管しなければならない。 

(2) 全員分のチェックシートを確認し、本ガイダンスをすべて確認した上で、各団体の

代表者は、団体の本ガイダンスの遵守を誓約フォーム上において誓約しなければな

らない。 

(3) 誓約フォームへの入力をもって各団体の今大会への参加を認める。 

 

4．  体調管理チェックフォーム（本連盟作成）（各団体以外向け） 

(1) 観客、本連盟役員、大会役員、競技役員、メディカルスタッフについては、事前に

体調を観察したうえで、体調管理チェックフォームを事前に入力、または当日受付

にて体調管理チェックシートに記載事項を記入する。 

(2) 当日、入場時にチェックフォームへの入力を確認できた者のみ入場を許可する。 

(3) 本チェックフォームに入力した情報は、本連盟が責任をもって管理し、場合により

保健所または、日本陸上競技連盟、日本学生陸上競技連合等の関係機関に提出を要

求することがある。 

 

 

【感染者、濃厚接触者、低リスク検査対象者、感染疑い者への対応】 

1. 感染者への対応 

(1) 大会開催日の 3週間前の時点、若しくはそれ以降に PCR検査または抗原検査で陽

性反応があった場合、当該者は参加を辞退する。または主催者により出場権利の取

り消しを行う場合がある。 

(2) 大会後 2 週間以内に PCR検査または抗原検査で陽性反応があった場合、当該者は

本連盟新型コロナウイルス感染症対策室へ速やかに連絡する。 
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2. 濃厚接触者への対応 

(1) 大会開催日の 3週間前の時点、若しくはそれ以降に保健所から濃厚接触者と認めら

れた場合、14日間にわたり健康状態を観察する期間を経過し、症状が出ていない

選手の出場を認める。 

(2) 大会後 2 週間以内に保健所から濃厚接触者と認められた場合、当該者は本連盟新型

コロナウイルス感染症対策室へ速やかに連絡する。 

 

3. 低リスク検査対象者への対応 

(1) 大会開催日の 3週間前の時点、若しくはそれ以降に保健所から低リスク検査対象者

と認められた場合、PCR検査または抗原検査で陰性反応が確認された場合に限り

参加を認める。 

(2) 大会後 2 週間以内に保健所から低リスク検査対象者と認められた場合、当該者は本

連盟新型コロナウイルス感染症対策室へ速やかに連絡する。 

 

4. 感染疑い者への対応 

大会開催 3週回前の時点若しくはそれ以降に感染疑い症状(＊)を発症した場合、原則当

該選手は参加を辞退する。または主催者により出場権利の取り消しを行う場合がある。

但し、次の①及び②の両方の条件を満たしている場合は出場を認める。 

① 感染疑い症状の発症後に少なくとも 8日が経過している。 

※8 日が経過している：発症日を 0 日として 8 日間のこと。 

② 薬剤を服用していない状態で解熱後及び症状消失後に少なくとも 3日が経過して

いる。 

※3 日が経過している：解熱日・症状消失日を 0日として 3 日間のこと。 

＊感染疑い症状とは 

① 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の症状のいずれかがある場合。 

② 重篤化しやすい方(高齢者、糖尿病・心不全・呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患

がある方、透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方)で発熱

や咳等の比較的軽い風邪の症状がある場合。 

③ 上記以外の方で「発熱や咳等比較的軽い風邪の症状」が続く場合(症状が 4日以上

続く場合や、「強い症状」と思う場合には医療機関などに相談してください。解熱

剤などを飲み続けなければならない方も同様です)。 
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【個人情報の取り扱い】 

体調管理チェックシートおよび体調管理チェックフォームは本連盟主催大会及び大会におい

て新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、参加者の健康状態を確認することを

目的とする。本連盟指定のアプリへの入力または用紙に記入した個人情報については厳正

なる管理のもとに保管し、健康状態の把握、来場可否の判断及び必要な連絡のためにのみ

利用する。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本人の同意を得ず

に第三者に提供をしない。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

された場合に必要な範囲で保健所等に提供することがある。尚、保管 1か月経過後適切な

方法で廃棄処分する。 

 

【会場内運用ルール】 

1. 体調管理チェックシート、体調管理チェックフォーム、誓約フォームなど各個人適切な

物を提出し入場の許可を得る。 

2. 本連盟から入場の許可を得た後許可証として ADカード入れを代表者に人数分付与す

るので、常に首から下げて身に付ける。但し競技時にその必要はない。 

3. ADカードを本連盟役員に提示を求められた場合は速やかに応じなければならない。 

4. 決められた入場ゲート、退場ゲートを使用し、関係者の誘導に従う。 

5. 会場入場者は全員必ずマスクを常時着用する。但し出場選手のウォーミングアップ時ま

たは競技中はその限りではない。 

6. 熱中症予防の観点から人との間隔(2m 以上)をとれる場合は必要に応じてマスクを外し

てもよい。 

7. メインスタンド及びサイドスタンド、バックスタンド使用の際は 1席ずつ間隔を空け

て着席する。 

8. トイレ利用後は必ず手洗いと手指消毒を実施する。 

9. 会場内で出たごみは全て各自で持ち帰り処分する。※ゴミ袋を持参すること。 

10. 会場内で飲食を行う場合は会話を控える。 

11. つばやタンを吐くことは避ける。 

12. 咳エチケットを守り大声での会話は行わない。 

13. 大声での声援やマスクを外しての応援は控える。 

14. コーチングは「監督」の ADカードを着用した者が定められた場所でのみ実施するこ

とができる。 

15. フィニッシュ後は誘導に従い退場する。 

16. 競技終了後はできるだけ早く手洗い、うがいを行った後マスクを着用する。 

17. 競技終了後は速やかに帰宅する等、競技場への滞在時間を少なくする工夫をする。 
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18. 忘れ物に注意すること。競技会終了後 1 か月以内に申し出がない場合は廃棄する。 

19. 各種目のオフィシャルリザルトはアスリートランキングドットコムで実施する。 

※出力紙の掲示は実施しない。 

20. テントを設置してもよいが、設置時は極力風通しの良い状態を保つ。雨天等で横幕を下

さなければならない場合は、何らかの方法でテント内の換気を行う。 

21. ミーティング等は短時間且つ密にならないよう実施する。 

 

 

【免責事項】 

主催者は新型コロナウイルスの感染拡大状況により急遽本連盟主催大会及び競技会を中止若

しくは延期にする場合がある。その際に出場大学が負担する経費は一切の負担を負わな

い。また、本連盟主催大会及び競技会参加中(居住地から会場への往来含む)、参加後におけ

る新型コロナウイルス感染症に対し、競技会に関わる全ての人にいかなる責任を負わな

い。 

 

【後方協力医療機関】 

社会医療法人松田整形外科記念病院 

 

【協力医療団体】 

北海道陸上競技トレーナーチーム 

 

【本ガイドライン事項問い合わせ先】 

北海道学生陸上競技連盟 新型コロナウイルス感染症対策室 久保 舜一郎 または 

北海道学生陸上競技連盟 幹事長 森川 弓月 

 TEL : 011-200-5401  E-mail : hokkaido.gakuren.corona@gmail.com 

 

【当日緊急連絡先】 

北海道学生陸上競技連盟新型コロナウイルス感染症対策室 

090-7788-5996   久保（クボ） 

または 

北海道学生陸上競技連盟幹事長 

080-8649-0964    森川（モリカワ） 
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尚、本ガイドラインは今後改定される場合があります。その場合は本連盟公式HP で公開い

たしますのでご了承ください。 

この「新型コロナウイルス感染症予防対策のガイダンス」は以下のガイドライン及びガイダ

ンス等を参照して作成しております。 

・日本陸上競技連盟 

 「陸上競技活動再開のガイダンス」 

 https://www.jaaf.or.jp/news/article/13857/ 

 「ロードレース再開についてのガイダンス」 

 https://www.jaaf.or.jp/news/article/13887/ 

・首相官邸 

 「新型コロナウイルス感染症対策本部」 

 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html 

・内閣官房 

 「新型コロナウイルス感染症対策」 

 https://corona.go.jp/ 

・厚生労働省 

 「新型コロナウイルス感染症について」 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

・環境省 

 「新型コロナウイルスに関連した感染症対策」 

 https://www.env.go.jp/saigai/novel_coronavirus_2020.html 

・文部科学省 

 「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について」 

 https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html 

・スポーツ庁 

 「新型コロナウイルス感染対策 スポーツ・運動の留意点と、運動事例について」 

 https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/jsa_00010.html 

 「スポーツ関係の新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインについて」 

 https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00021.html 

・日本スポーツ協会 

 「スポーツ活動再開時の新型コロナウイルス感染症対策と熱中症予防について」 

 https://www.japan-sports.or.jp/news/tabid92.html?itemid=4164 

・関東学生陸上競技連盟 

https://www.jaaf.or.jp/news/article/13857/
https://www.jaaf.or.jp/news/article/13887/
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
https://corona.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.env.go.jp/saigai/novel_coronavirus_2020.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/jsa_00010.html
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00021.html
https://www.japan-sports.or.jp/news/tabid92.html?itemid=4164
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 「新型コロナウイルス感染症対策申し合わせ事項」 

https://www.kgrr.org/event/2021/kgrr/53zennichi/53moushiawase.pdf 

https://www.kgrr.org/event/2021/kgrr/53zennichi/53moushiawase.pdf


2022 年 6 月 22日 

第 44 回北日本学生陸上競技対校選手権の開催形態について 

北海道学生陸上競技連盟 

 

 

この度、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を鑑み、7/2(土),7/3(日)に厚別公園陸

上競技場におきまして行われます第 44 回北日本学生陸上競技対校選手権を、感染症対策を

行ったうえで有観客で実施することとしました。 

 

来場される皆様におかれましては、「新型コロナウイルス感染症予防対策のガイダンス」

（本学連発行）をご覧いただき、感染対策を十分行ったうえで、体調が良いことを確認し、

本学連発行の体調チェックフォームに当日に必要情報を入力したうえでご来場ください。

二日間ともいらっしゃる場合、二日間とも入力が必要となるのでご注意ください。 

 

今大会は、新型コロナウイルス感染症予防や円滑な大会運営の観点から、ADカードによ

る入退場管理を行っております。 

ご来場の際は、厚別陸上競技場のホームストレート中央部付近にあります受付にて体調

管理チェックフォームへの入力を確認させていただきます。確認でき次第、ADカードをお

渡しするので、首から下げておくようお願いいたします。首から下げていらっしゃらない際

は、係の者がお声をかけさせていただきます。 

 

また、お車でご来場の際は、近隣の迷惑にならないよう路上駐車はお控えいただき、係の

者に従って駐車いただくようお願いします。駐車スペースには限りがありますので、その点

ご了承ください。 

 

また、今大会においては観戦禁止エリアや撮影禁止エリアを設ける場合がございますの

で、場内掲示に従うようお願いします。従っていただけない場合は、係の者がお声をかけさ

せていただきます。 

 

その他注意事項や変更事項、また最新の情報については北海道学生陸上競技連盟 HP や

Twitter、アスリートランキングなどに掲載いたしますので、こまめに確認をお願いします。 

 

久しぶりの有観客での大会であり、運営上ご迷惑をおかけすることもあるかもしれませ

んが、何卒よろしくお願いいたします。 

 



http://games.athleteranking.com/gamedata.php?gid=aa512022002 

アスリートランキング 第 44 回北日本学生陸上競技対校選手権 大会情報 

 

https://sites.google.com/site/hokkaidogakuren2016/%E7%AB%B6%E6%8A%80%E4%

BC%9A%E6%83%85%E5%A0%B1 

北海道学生陸上競技連盟HP 競技会情報 

 

体調管理チェックフォーム 

一日目 https://forms.gle/yvynPuDpVDdkeE3H8 

二日目 https://forms.gle/Aou5B2M4hPdbUxdn7 

 

http://games.athleteranking.com/gamedata.php?gid=aa512022002
https://sites.google.com/site/hokkaidogakuren2016/%E7%AB%B6%E6%8A%80%E4%BC%9A%E6%83%85%E5%A0%B1
https://sites.google.com/site/hokkaidogakuren2016/%E7%AB%B6%E6%8A%80%E4%BC%9A%E6%83%85%E5%A0%B1


     2022 年 6 月 17 日 

来場者の皆様 

有観客開催での北日本インカレにおける感染症対策・入場制限等の実施について 

北海道学生陸上競技連盟 

 

平素は、格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 この度、北日本インカレを有観客で開催する上で、新型コロナウイルスの感染拡大防止や、近頃多発

している盗撮や盗難への対策のために、AD カードを用いた入場制限を行うこととしました。来場者の

皆様にはお手数をおかけすることになりますが、ご協力よろしくお願い致します。以下、今大会で実施

する入場制限等について述べさせていただきます。 

 

１）入口の一部封鎖と、入場場所の制限の実施 

 厚別陸上競技場は本来、トラック競技のゴール地点付近に位置する第 2 ゲート直上、広場入り口から

人の出入りが可能となっておりますが、ここからの無許可での入場を防ぐために、この出入り口を完全

に封鎖させて頂きます。また、1 階エントランス前の中央ゲートからの入場も、競技役員の動線確保の

関係上、禁止とさせて頂きます。 

参加校の皆様の出入りは、100m 競走スタート地点付近の第 1 ゲートと、トラック競技ゴール地点付近

の第 2 ゲートに限定させていただきます。 

 開門の際の入場方法などに関しては後程連絡させていただきます。 

 

２）AD カードによる入場制限の実施 

 今大会においては、AD カードを用いて入場制限を行います。 

 各大学で使用する AD カードは、本学連が学校名を入れて作成したものを PDF 形式で各参加校に送

信致します。その上で、各参加校には必要枚数を A4 カラー印刷で印刷した上 8 分割し、会場に持って

きていただくようお願い致します。AD カードを入れるケースについては、前日の代表者会議または当

日の学校受付の際に、代表者の方に、必要分をまとめて受付にてお渡し致します。 

 選手、マネージャー、補助員、付き添い等、学生の参加者は全て「選手」の AD カードを、監督、コ

ーチなど学生以外の参加者は「監督」の AD カードを付けていただくようにお願い致します。 

 また、補助員として参加いただく方には、補助員集合の際に、別で「競技役員」の AD カードを追加

でお渡しいたしますが、「選手」の AD カードは作成いただくようよろしくお願いします。 

これらの AD カードは、ウォーミングアップ中や試合前後を除き、競技場内においても極力首から下

げていただき、競技場を出入りする際にも必要となります。お手数おかけしますが、入退場の際は、

AD カードをゲートにいる係の者に提示していただくようお願い致します。 

また、競技のウォーミングアップのために使用可能となっている補助競技場に関しましては、入口に

おいて係の者が AD カードをチェックさせて頂きます。「選手」または「監督」の AD カードを携帯し

ている方のみ入場を許可致しますので、あらかじめご了承ください。 

 観客の皆様については、中央の受付において、後述する体調チェックフォームへの入力を確認し次第



「観客」と書いた AD カードをお渡しいたします。出入りの際や競技場内においてチェックさせていた

だきますので、観客の皆様におかれましては常に首からかけていただくようお願いいたします。 

 

３）観戦禁止区域の設定 

 本大会では、諸事情により、観戦禁止区域をいくつか設定させていただきます。 

観戦禁止区域付近での場所取り、観戦、撮影等はご遠慮いただくようお願い致します。 

なお、参加校を含めた来場者の皆様におかれましては、グラウンドレベルへの選手以外の立ち入りは

競技の妨げとなる可能性があるため、競技役員によるお声掛けには必ず従っていただくようお願いいた

します。 

 

４）体調チェックフォームの導入 

 大学関係者を含めた全ての来場される皆様には、体調チェックシートまたは google フォームを利用し

た体調チェックフォームを記入して頂きます。 

 大学関係者は、体調チェックシートを記入し、各校でまとめた上で大会後まで保管していただきま

す。その上、後程 google フォームで作成し送付いたします「誓約フォーム」に、感染拡大防止への協力

への同意等を代表者に入力していただく形式となっております。まとめた体調チェックシートは、感染

者が発生した場合に提出していただくことになるため、レース後 2 週間は保管していただくようよろし

くお願いします。 

 観客として来場される際は、google フォームで作成する体調チェックフォームに事前に入力いただ

き、来場の際は自宅で検温を行い、体調不良のないことを確認したうえでご来場ください。当日フォー

ムを入力せずにいらっしゃった場合は、当日に受付にてフォームに入力していただきます。 

 体調チェックフォーム等については後程フォームの URL を含め詳細をお知らせいたします。 

 

 以上が、今大会における入場制限の説明となっております。来場者の方々におきましても、感染症対

策や盗撮、盗難について、より一層の注意をお願いしたいと思っております。不明点等ございました

ら、当学連へメールにてご相談ください。当日何かございましたら、本部の方までお願い致します。 

 お手数おかけいたしますが、皆様のご協力をよろしくお願い致します。 

 

Mail : hokkaido.gakuren10@gmail.com 


