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新型コロナウイルス感染対策
ガイドライン
１

大 会関係 者の 遵守 事項

（１） 当日の 検温 で発 熱（37.5℃以 上） があ る場合 は、大 会に 参加 できま せん。
（2）大 会前 １週間 （ 健康観 察期間 ）に おけ る以下 の事項 を確 認
ア 平熱 を超え る 発熱
イ 咳、 喉の痛 み などの 風邪の 症状
ウ だる さ（倦 怠 感）、息 苦し さ（呼 吸 困難）
エ 味覚 や嗅覚 の 異常
オ 体が 重く感 じ る、疲 れやす い等
カ 新型 コロナ ウ イルス 感染者 との 濃厚 接触
キ 同居 家族や 身 近な知 人で感 染が 疑わ れる方
２

「 体調チ ェッ クシ ート」 の提出 につ いて

（１） 体調チ ェッ クシ ートは 、事前 に内 容を 記入し ご記入 くだ さい 。
①選 手及び 監督 ・引 率者は ＨＰよ りダ ウン ロード するか 。下 記メ ールへ その旨 を記 載
し送信 してく ださ い。 返信に よりデ ータ を添 付しま す。
E-mail:ysjc1975@gmail.com
②競 技役員 は、 派遣 依頼文 書に同 封さ れて います 。
（２） 提出場 所

ジャ ンプ競 技本部 （1/16 受付時 に提出 ）

※チェ ックシ ート に記 入いた だいた 個人 情報 は、大 会事務 局が 厳正 なる管 理のも
とに保 管し、 大会 運営 関係者 の健康 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 、本 人の 同意を 得ずに 第三 者に 提供い たしま せん 。た だし、 大会
会場に て感染 症患 者、 または その疑 いが ある 方が発 見され た場 合に 必要な 範囲
で提供 するこ とが あり ます。
３

チ ームキ ャプ テン ミーテ ィング （Ｔ ＣＭ ）
（１ ）各チ ーム の代 表は最 少人数 とし ます 。
（２ ）会場 入口 にて 、手指 消毒を する とと もに、 マスク 着用 で願 います 。
（３ ）選手 の棄 権は 電話で も受け 付け ます 。
（４ ）ビブ の配 付は ＴＣＭ 会場で 行い ます 。

４

競 技日に つい て
（1） 受付 にて体 調 チェッ ク報告 シー トを 提出し 健康状 態が 良好 な方の み、競 技会 会場
への立 ち入り を許 可し ます。
（２ ）スロ ープ カー の乗車 時には 、指 定さ れた人 数を守 るこ と。 できる だけ密 集を 避
け、マ スクの 着用 する こと。
（３ ）大会 会場 で密 集を避 ける場 所や 場合
・スロ ープカ ーの 乗車 時
・スタ ートエ リア やフ ィニッ シュエ リア 付近
・諸会 議会場
（４ ）使用 済み のビ ブは、 受付担 当者 に返 却して くださ い。

５

食 事会場 ・ト イレ 使用の 際の注 意と お願 い
（１ ）食事 会場 やト イレな ど建物 内の スペ ースを 使用す る場 合は 、常時 マスク を着 用
し、必 ず手指 消毒 をし てくだ さい。
（２ ）荷物 の置 き場 所は大 会主催 者か ら指 定され た場所 に限 りま す。
（３ ）飲食 をす る場 合は、 密集を 避け 個別 に取る か時間 差を おい て取る ように して くだ
さい。
（４ ）鼻水 、唾 液な どがつ いたゴ ミま たは 、使い 捨ての マス クな どは会 場に設 置さ れた
ゴミ箱 を利用 せず に、 個人で 管理し 処理 して くださ い。

６

表 彰式に つい て
（１ ）表彰 式は 行い ません 。
（２ ）賞状 、メ ダル 等の該 当者は 大会 主催 者が指 定した 場所 で授 与して くださ い。

７

大 会終了 後に つい て
（１ ）大会 終了 後は 速やか に退場 して くだ さい。
（２ ）大会 終了 後に 、打ち 上げや ミー ティ ングは 行わな いで くだ さい。
（３ ）大会 後 1 週間 以内に 体調不 良と なり 、「新型 コロ ナウイ ル ス感染 症」の 疑い が生
じた、 または 発症 した 場合、 速やか に大 会事 務局に 連絡し てく ださ い。

８

そ の他
（１ ）不明 な点 は、 担当者 まで連 絡を お願 いしま す。
担 当： ジャ ンプ部 部長

山田 正広
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