
第５０回関東中学校陸上競技大会 

新型コロナウィルス感染拡大防止対策 
 

 

関東中学校体育連盟「関東中学校体育連盟新型コロナウィルス感染拡大予防ガイドライン」並びに
（公財）日本陸上競技連盟の「JAAF陸上競技活動開催のガイダンス（第 4版）」を遵守するともに以下
の感染症対策についてご理解・ご協力ください。 
 

１．大会に関わる全ての方の遵守事項 
（１） 感染者、濃厚接触者、感染疑いのある者については参加することができない。 
（２） 大会前１週間の体調チェックを行い、体調記録表【別紙１】に記入する。来場中は常時【別紙

１】を提示できるように保持するとともに、提出書類【別紙２】または【別紙３】に転記して
日ごとに提出すること。尚、当日の検温で 37.5℃以上の場合や、感染拡大の恐れのある際に
は参加及び入場を認めない。 

（３） 手洗い・手指の消毒を行うこと。 
（４） 身体的距離（フィジカルディスタンス）を確保すること。 

（５） マスクは常時着用する。（飲食・運動時以外。ただし、気温が 31℃以上の環境においてマスク
の着用はせず３密回避、フィジカルディスタンスの確保等の感染症予防対策を徹底する） 

（６） 飲食の際は他の人と距離を開け、向かい合わず、話をしない。 
（７） 声を出しての応援、集団での活動、近距離での会話を避けること。 
（８） 新型コロナウィルス接触確認アプリ等を積極的に活⽤する。 
（９） 競技会終了後２週間以内に新型コロナウルス感染症を発症した場合は、主催者（大会実行委員

会）に報告すること。 
 

２．来場制限および入場方法について 
 （１）来場制限数については、主競技場収容人数の約５０％（7,500人）を上限とする。 

なお、感染状況により、来場制限を変更する場合もある。 
 

 （２）来場制限実施方法・受付場所・時刻 
     受付場所にて健康状態を確認し、次のものを配布する。大会会場内では、常に見えるところに 

装着していること。所持・明示していない者は会場に入ることができない。 
      8日（月）…体調確認ができた者にＡＤカードを渡す。 
      9日（火）…体調確認ができた者のＡＤカードの所定の位置にシールを貼り付ける 
     10日（水）…体調確認ができた者のＡＤカードの所定の位置にシールを貼り付ける 

※ＡＤカードの代わりに生徒役員は指定の帽子、観戦者は当日指定のリストバンド（ＡＤカード 
のシールの色）とする。 

 

ア）大会役員・競技役員 【受付場所：競技場正面入り口 TIC】 
◆受付時刻 8日 9：00～17：00  /  9日 7：15～17：40  /  10日 6：30～15：45 

① 来場前１週間の体調の記録を体調記録表【別紙１】にて行う。 

② 来場日毎に【別紙１】の内容を来場者体調記録表（個人用）【別紙３-１】に記録して受付
に提出する。 

③ 【別紙３-１】と引換えに、初日にはＡＤカードを受け取り、２日目以降にはＡＤカードに

貼るシールを受け取る。ただし、大会 1日目・2日目が来場初日の場合は、ＡＤカードと
その日のシールの両方を受け取る。配布されたシールをＡＤカードの日付の欄に貼り付
け、ＡＤカードを着用する。 

④ 引率を兼ねている者は後述ウ）の通り体調確認を行い、ＡＤカードを受け取り着用する。 
 

イ）生徒役員・生徒役員の引率（競技役員を兼ねる）【受付場所：競技場正面入り口 TIC】 
◆受付時刻 9日 7：15～10：30  /  10日 6：30～8：00 

① 来場前１週間の体調の記録を体調記録表【別紙１】にて行う。 

② 引率者は、来場日毎に【別紙１】の内容を、学校同行者体調記録表【別紙２】に記録して
受付に提出する。 

③ 学校同行者体調記録表【別紙２】と引換えに、生徒役員に指定の帽子を配付する。生徒役員は会場内
では帽子を着用する。（２日目以降の健康チェックができたら、その日のリストバンドを着用する） 

④ 引率者も同様に【別紙２】で体調確認を行い、ア）③と同様にＡＤカードやシールを受け
取り、着用する。 



ウ）都県陸上競技専門部員・視察員【受付場所：代表者は競技場正面入り口 TIC・その他は都県で指定した場所】 

◆受付時刻 8日 9：00～17：00  /  9日 7：15～17：40  /  10日 6：30～15：45 

① 各都県陸上競技専門部員は、事前に申込書に記載した５名程度とするが、各都県で選手等の

受付にさらに人数が必要であれば、その旨を申込書に記入して大会事務局に提出する。 

② 視察員については、都県委員長を通じて、必要な人数を事務局に申し出る。 

③ 来場前１週間の体調の記録を体調記録表【別紙１】にて行う。 

④ 来場日毎に【別紙１】の内容を都県でまとめ、代表者が来場者体調記録表（団体用）【別紙３

-２】に記録して受付に提出する。 

⑤ 【別紙３-２】と引き換えに、ア）③と同様に人数分のＡＤカードやシールを受け取る。ま

た、初日は都県の選手の受付の際に必要となるＡＤカード、シールをまとめて受け取る。 

⑥ 代表者は都県で指定した場所で、健康状態が確認できている他の専門部員や視察員に、ＡＤカードと

その日に必要なシールを配る（８日はカードのみ）。ア）③同様にＡＤカードを着用する。 
 

エ）本大会にエントリーした選手・監督・引率者（学校関係者）【受付場所：各都県で指定された場所】 

◆受付時刻 各都県で指示された時刻 
① 選手（生徒）は、事前に保護者から【別紙４】を所属校の校長に提出（【別紙４】は各校に

て保管する）し、申込書に記載された者のみとする。 
② 顧問は参加校１校に対して監督１名・引率者１名以内とする。 
③ 来場前１週間の体調の記録を体調記録表【別紙１】にて行う。 
④ 来場日ごとに【別紙１】の内容を学校同行者体調記録表【別紙２】に記録して都県担当者に提出する。 

⑤ 【別紙２】と引換えに、ア）③と同様にＡＤカードやシールを受け取り、着用する。 
 

オ）競技観戦者（申し込まれた選手の家族のみ※未就学児除く）【受付場所：バックスタンド６・７ゲート】 

◆受付時刻 8日 入場不可  /  9日 11：30～17：40  /  10日 8：30～15：45 
① 8月 9日（火）10日（水）のみとし、当日出場する選手の家族のみとする。（4人程度） 
② 来場前１週間の体調の記録を体調記録表【別紙１】にて行う。 
③ 来場日ごとに受付でどの選手の家族か確認の上、来場者体調記録表（個人用）【別紙３－１】または来場者体調記

録表（観戦団体用）【別紙３－３】と引換えにリストバンド（当日のみ有効）を受け取る。 
④ リストバンドは、手首に限らず、大会役員・競技役員から見やすいところに着ける。 

⑤ 観戦は、バックスタンドのみとし、選手との接触は必要最低限とする。 
 

カ）大会関係業者 【受付場所：競技場正面入り口 TIC】 
◆受付時刻 8日 9：00～17：00  /  9日 7：15～17：40  /  10日 6：30～15：45 

① 来場日ごとに、「ウ）都県陸上競技専門部員・視察員」と同様に代表者が全員分の体調確認
と受付を行い、必要となるＡＤカード、シールをまとめて受け取り、着用する。 

     

３．必要携帯品 

（１）マスク…原則として、飲食時・運動時以外は着用すること。 

（２）体温計…健康観察用に、各チームまたは個人で持参すること。 

（３）手指消毒液…各都県・学校ベンチに常備し、手指消毒の励行をすること。 

（４）個人用シート…ストレッチ等で直接地面に接触しないようにするために使用すること。 

（５）常備用タオル…こまめに手洗い及び洗顔時に使用すること。他人との共用は避けること。 

（６）ゴミ袋…本大会はゴミ箱を設置しない。ゴミの持ち帰り用として準備すること。 

（７）【別紙１】体調記録表（１人１枚） 

【別紙２】学校同行者体調記録表（各校１～３枚 必要日数分） 

 

 

 
 

【別紙４】同意書 ※大会前に学校長に提出、携帯不要。（選手 1人 1枚） 
 

４．入退場口・入退場可能時刻（AD規制） 

（１）本競技場（レモンガススタジアム平塚） 
◆受付時刻 8日 10：00～17：00   9日 7：30～17：40  10日 6：45～15：45 

  ア）競技場入退場口  →競技場開放時の練習（選手・監督・引率）/南北招集所（選手のみ） 

①南マラソンゲート（フィニッシュライン側） 

    ②北マラソンゲート（100ｍスタート側） 

【別紙３-１】来場者体調記録表（個人用） 

【別紙３-２】来場者体調記録表（団体用） 

【別紙３-３】来場者体調記録表（競技観戦団体用） 

 

＊【３-１～３】のどれかを提出 

（各個人または団体で必要日数分） 

 



  イ）メインスタンド入退場口 …  中央 ゲート（選手・監督・引率） 

  ウ）サイドスタンド入退場口 …  5・8 ゲート（選手・監督・引率） 

   エ）バックスタンド入退場口 …  6・7 ゲート（選手・監督・引率・競技観戦者*リストバンド） 

*バックスタンドでの競技観戦者は 9 日 11：30～17：40，10 日 8：30～15：45 
 

（２）練習会場・待機場所（選手・監督・引率）＊別紙「会場関係注意事項」を参照すること。 

  ア）第１練習会場（平塚中等教育学校）…競技場側園路 
◆受付時刻 8日 10：00～17：00   9日 8：30～17：00  10日 7：00～16：15 

  イ）第２練習会場（大原小学校）…競技場側園路 

◆受付時刻 8日 10：00～17：00   9日 8：30～17：00  10日 7：00～14：00 

  ウ）第３練習会場（トッケイセキュリティ平塚総合体育館）…体育館入口 

*フロア：練習会場/ギャラリー：待機場所  *室内履き（外履きを入れる袋）が必要 

◆受付時刻 8日 10：00～17：00   9日 9：00～17：00  10日 9：00～15：30 
 

５．記録の発表について 

（１）記録・番組編成の掲示は行わない。公式記録についてはアナウンス及び大型映像で発表後、Ｗｅ

ｂに掲載する。ＵＲＬについては、プログラムに掲載する。 

（２）記録の速報・正式結果については、大型映像で発表する。 
 

６．表彰について 

（１）競技終了後、表彰を受ける選手は係員の誘導に従い、入賞者待機場所に移動、待機する。服装 

は、ユニフォームではなく、都県指定または学校指定の服装とし、商標等について注意する。 

待機場所でのインタビューは不可とする。 

（２）表彰終了後も、係員の誘導に従って退場する。その際、メディアからインタビューを行う場合 

がある。インタビューを受けられない場合は、都県委員長を通して事前に大会実行委員会事務 

局まで連絡しておくこと。 
 

７．開会式について 

 （１）日 時  令和４年８月９日（火） １１時３０分～ 

（２）会 場  レモンガススタジアム平塚 

（３）その他  参加希望選手はメインスタンドに間隔を空けて着席 
 

８．閉会式について 

（１）日 時  令和４年８月１０日（水） １５時４５分～ 

（２）会 場  レモンガススタジアム平塚 

（３）その他  参加希望選手はメインスタンドに間隔を空けて着席 
 

９．テント・シートについて 
「会場関係注意事項」を参照すること。 

 

１０．のぼり旗・応援横断幕の設置について 
   「会場関係注意事項」を参照すること。 
 

１１．ゴミについて（持ち帰りの徹底） 
（１）本大会はゴミ箱の設置をしない。必ず各自でゴミ袋を用意し、ゴミは全て持ち帰ること。 

なお、近隣の店舗等に絶対に捨てないこと。 

（２）注文した弁当のゴミについては１４時００分までに正面入口の配付場所に返却すること。 
 

１２．落とし物・忘れ物について 
   大会期間中のみ大会実行委員会事務局で保管する。なお、感染症拡大防止の観点から、大会終了

翌日に破棄する。 

  ※忘れ物にお気づきの際は、都県専門部員を通じて実行委員会事務局にご連絡ください。 
 

１３．申込後に大会が中止になった場合の対応について 

（１）参加料及びアスリートビブス代等は理由の如何に関わらず返金しない。 

 （２）宿泊・弁当のキャンセルについては、「宿泊・弁当要項」の規約に準じて対応する。 



第５０回関東中学校陸上競技大会 

競技観戦に来られるみなさま 
 

 本大会は新型コロナウィルス感染拡大防止対策に基づいて、制限の中で実施されます。 

次の注意事項をお読みいただき、本大会が選手・関係者みなさまにとって 

安心・安全で、記録と心に残る大会になるよう、ご協力をお願いします。 

 

１． 会場に入ることができる方 
次の①～⑥の条件にあてはまる、 

・申込時に登録された監督・引率者・選手 

・大会本部が認めた大会役員・競技役員・生徒役員・大会関係業者 

・事前に確認ができている各都県陸上競技専門部員 

・大会に申し込まれた選手の家族 4人程度…競技観戦者 

のみ、大会会場に入ることができる。 
 

① 過去 1週間、発熱（概ね 37.5℃以上）がない 

② 過去 1週間、せき、のどの痛みなど風邪の症状がない 

③ 過去 1週間、だるさ、息苦しさがない 

④ 過去 1週間、味覚や嗅覚の異常がない 

⑤ 過去１０日以内に、同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいない 

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、地域等への渡航または当該在住者との濃厚接触がない 

 

２． 大会に関わる全ての方の遵守事項 
(1)感染者、濃厚接触者、感染疑いのある者については参加することができない。 

(2)大会前１週間の体調チェックを行い、体調記録表【別紙１】に記入する。来場中

は常時【別紙１】を提示できるように保持するとともに、提出書類【別紙２】ま

たは【別紙３】に転記して日ごとに提出すること。尚、当日の検温で 37.5℃以上

の場合や、感染拡大の恐れのある際には参加及び入場を認めない。 

(3)手洗い・手指の消毒を行うこと。 

(4)身体的距離（フィジカルディスタンス）を確保すること。 

(5)マスクは常時着用する。（飲食・運動時以外。ただし、気温が 31℃以上の環境に

おいてマスクの着用はせず３密回避、フィジカルディスタンスの確保等の感染症

予防対策を徹底する） 

(6)飲食の際は他の人と距離を開け、向かい合わず、話をしない。 

(7)声を出しての応援、集団での活動、近距離での会話を避けること。 

(8)新型コロナウィルス接触確認アプリ等を積極的に活⽤する。 

(9)競技会終了後２週間以内に新型コロナウルス感染症を発症した場合は、主催者

（大会実行委員会）に報告すること。 

 

３． 競技観戦者についての確認事項 
（１） 競技観戦者の範囲と人数 

競技観戦者として会場に入ることができるのは、大会に申し込まれた選手の家族 4 人程度とす

る。ただし、未就学児を除く。 



 

（２） 事前の準備 

あらかじめ、顧問の先生から【別紙１】体調記録表、【別紙３-１】来場者体調記録表（個人用） 

または、【別紙３-３】来場者体調記録表（競技観戦団体用）を必要数、受け取っておく。 

来場前１週間の体調の記録を体調記録表【別紙１】にて行っておき、来場日ごとに受付をする。 

＊【別紙１】  …1人 1枚 事前に記入し、当日携行する。 

＊【別紙３-１】…家族 1人で来るときに使用する。 

1人 1枚または 2枚（当日の体調を記入し、1日 1枚提出する。） 

＊【別紙３-３】…家族 1人～4人で来るときに使用する。 

1人～4人で 1枚または 2枚（当日の体調を記入し、1日 1枚提出する。） 

 

（３） 受付場所・観戦場所 

レモンガススタジアム平塚競技場の第 6ゲートまたは第 7ゲートから入場し、 

バックスタンドから観戦する。 ＊メインスタンド・サイドスタンド・競技場への入場できません。 

 

（４） 入場可能日時 

   選手が出場する日のみとする。 

① 大会 1日目 8月 9日（火） 11：30～17：40 

② 大会 2日目 8月 10日（水） 8：30～15：45 

他の日時に入場することはできない。 

 

（５） 受付方法 

① 入場する日の体調を確認し、来場者体調記録表（個人用）【別紙３-１】または来場者体調記

録表（競技観戦団体用）【別紙３-３】を記入する。 

② 受付場所でどの選手の家族か申し出て、（都県名・選手氏名・種目）記入した【別紙３-１】

または【別紙３-３】と引換えにリストバンド（当日のみ有効）を受け取る。 

③ リストバンドを、手首に限らず、大会役員・競技役員から見やすいところに着けて入場する。 

 

（６） 注意事項 

① 観戦は、バックスタンドのみとし、選手との接触は必要最低限とする。 

② シート等を使用しての場所取りはできない。 

③ 棒高跳ピット横のスタンドに設置されたコーチングボックスに競技観戦者は入れない。 

④ 座席は前後左右 1人分以上の間隔を空け、譲り合って使用する。 

⑤ マスクは常時着用する。（飲食以外。ただし、気温が 31℃以上の環境においてマスクの着用

はせず３密回避、フィジカルディスタンスの確保等の感染症予防対策を徹底する） 

⑥ 飲食の際は他の人と距離を開け、向かい合わず、話をしない。 

⑦ 声を出しての応援、集団での活動、近距離での会話を避けること。 

⑧ 新型コロナウィルス接触確認アプリ等を積極的に活⽤する。 

⑨ 競技会終了後２週間以内に新型コロナウルス感染症を発症した場合は、主催者（大会実行委

員会）に報告すること。 

⑩ 退場後、再入場する際はリストバンドを受付で見せる。リストバンドは当日のみ有効。 

⑪ のぼり等については「会場関係注意事項」を守って使用すること。 

⑫ 写真・動画撮影については、「撮影に関するお願い」の注意を守って行うこと。 

 


