
令和４年度 茨城県中学校各種競技会における 

COVID-19感染拡大防止対策 

 
令和４年６月３０日 

茨城県中学校体育連盟陸上競技専門部 
 
 茨城県中学校体育連盟の「茨城県中学校体育連盟主催大会における感染拡大予防のための運営方針」並びに（公
財）日本陸上競技連盟の「陸上競技活動再開のガイダンス」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。なお、前述したガイドライン等の改訂や新型コロナウイルス感染症の感染状況により、本感染拡
大防止対策を変更する可能性も有り得ることを予めご了承ください。 
 
０１．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２週間の体調チェックを行い、当日の受付で提出すること。当日の検温で概ね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）健康チェック表等の様式は、県中体連陸上競技専門部ホームページ（https://jaaf-ibaraki.com）からダ

ウンロードして使用すること。 
 （４）運動時以外はマスクを着用すること。但し、ソーシャルディスタンスを確保できる場合は外してもよい。 
 （５）手洗い・手指の消毒を行うこと。 
（６）身体的距離を確保すること。 
（７）集団での活動、発声、応援及び近距離での会話を避けること。 

 （８）スタンドでの食事は原則禁止とする。ただし、熱中症対策として水分補給は可とする。 
 （９）競技会終了後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、主催者に報告すること。 
（10）競技会本部より行動記録表【別紙３】の提出を求められた際には早急に提出すること。 

 
０２．必要携帯品 
（１）マスク…原則として、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…チームベンチに常備し、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…本競技会はゴミ箱を設置しない。ゴミの持ち帰り用として各団体で準備、必ず持ち帰ること。 
（７）県中体連「感染拡大予防のための運営方針（Ver.3/R4.5.20）」の様式を使用すること。 

別紙１：健康チェック表及び参加同意書（個人用） 
別紙２：健康チェック表（学校用） 
別紙３：行動記録表 
別紙５：健康チェック表及び参加同意書（個人競技保護者用） 
別紙６：健康チェック表及び参加同意書（その他の関係者用） 

 
０３．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％（１万人）を上限とする。 

※感染状況により来場制限を変更する場合もある。 
 （２）ＡＤを紛失等した際の再発行はしない。 
 （３）来場制限実施方法 

ア）大会役員・審判員 
＜学校（チーム）引率を兼ねない審判員＞ 
 ①健康チェック表及び参加同意書（その他の関係者用）【別紙６】と引換えにＡＤカードを配付する。 
 ②２日目も同様に別紙６を提出し、ＡＤカードを受け取ること。 
＜学校（チーム）引率を兼ねている審判員＞ 
 ①学校受付を先に行うこと。 
②次項「イ）生徒（選手・補助員・応援）・引率者」の通りに提出手続きを行う。 

 ③①で配付されたＡＤカードを持って審判員受付を行い、審判員受付時にＡＤカードを提示すること。 
※引率を兼ねる競技役員は、別紙２にて健康状態を報告済みのため、別紙４の提出は求めない。 

    ④２日目も上記②③と同様に受付を行い、シールを受け取りＡＤに貼付すること。 
 



イ）生徒（選手・補助員・応援）・引率者 

 ①来場前２週間の体調の記録を、健康チェック表及び参加同意書（個人用）【別紙１】に行う。 

②引率者は、来場日に【別紙１】の内容をもとに健康チェック表及び参加同意書（学校用）【別紙２】に

記録し、【別紙２】のみを大会本部に提出すること。（１カ月本部にて保管し、その後破棄する。） 

③【別紙２】と引換えに、引率者にはＡＤカードを配付する。なお、選手・応援生徒はアスリートビブス

（ナンバーカード）をＡＤとする。補助員には、補助員受付で「補助員腕章」を配付する。 

 ④２日目も、②～③と同様に各校において参加者の健康観察を行い、受付を行うこと。引率者は受付後、

ＡＤカードにシールを貼付すること。 

ウ）競技観戦者（選手の保護者）・学校関係者（管理職）・卒業ｱﾙﾊﾞﾑ写真業者・競技会参加のないｸﾗﾌﾞﾁｰﾑｺｰﾁ 

 ①選手１名に対して２名程度（未就学児を除く）とする。 

 ②健康チェック表及び参加同意書（個人競技保護者用）【別紙５】又は、健康チェック表及び参加同意書

（個人競技その他の関係者用）【別紙６】と引換えにリストバンドを配付する。 

 ③２日目も同様に受付を行い、リストバンドを受け取って装着すること。 

④卒業アルバム写真業者は、腕章又はビブスを各自で準備し着用すること。 

エ）大会関係業者 

①健康チェック表及び参加同意書（その他の関係者用）【別紙６】と引換えにＡＤカードを配付する。 

 ②２日目も同様に受付を行い、１日目に配付されたＡＤカードにシールを貼付すること。 

 

０４．入場規制について 

（１）各会場では必ずＡＤを携帯または装着すること。 

（２）来場２日目は、前述した通り受付を行うこと。 

（３）競技観戦者は、お子様の競技開始１時間前から入場可とする。競技終了後３０分を目安に退場すること。 

（４）スタンドでは、競技観戦した時間帯並びに座席を記録しておくこと。 

 （５）受付場所 

   ア）大会役員・審判員（引率を兼ねない方）・大会関係業者…主競技場正面玄関前（会議室側） 

   イ）選手・補助員・応援生徒・引率者（引率を兼ねる審判員）・クラブチームコーチ…主競技場正面玄関前 

ウ）競技観戦者（保護者・管理職）・卒業アルバム写真業者…主競技場正面玄関前（エレベーター横） 

（６）受付時間 

  ア）大会役員・審判員・大会関係業者…７時５０分～８時１０分 

イ）選手・補助員・応援生徒・引率者…７時３０分～８時２０分 

ウ）競技観戦者（保護者）…お子様の競技開始１時間前から入場可。 

エ）競技観戦者（管理職）・卒業アルバム写真業者…競技開始１時間前 

 （７）会場利用可能の範囲 

   ア）主競技場…選手、大会役員、審判員、補助員、競技運営業者 

   イ）補助競技場…選手、引率者、クラブチームコーチ、大会役員、審判員、補助員、競技運営業者 

   ウ）投てき場…選手、引率者、クラブチームコーチ、大会役員、審判員、補助員、競技運営業者 

   エ）主競技場スタンド…ＡＤを携帯または装着した全ての方 

 

０５．入退場口について 

  ※該当競技会の競技役員数や気象条件等により、入退場ゲートを変更することも有り得る。 

※競技終了後の選手の退場については競技注意事項を参照すること。 

（１）主競技場（開門：７時３０分） 

  ア）第１ゲート（１００ｍスタート付近）……入退場口 ※８時３０分以降は退場のみ可能 

  イ）第３ゲート（１５００ｍスタート付近）…入退場口 ※８時３０分閉門 

  ウ）第４ゲート（２００ｍスタート付近）……入退場口 

（２）補助競技場（開門：７時３０分） 

  ア）主競技場側ゲート…入退場口 

（３）投てき場（開門：７時３０分） 

  ア）主競技場側ゲート…入退場口 

（４）メインスタンド（開門：７時１５分） 

  ア）『ＥＦゲート』…入退場口 

（５）サイド・バックスタンド（開門：７時１５分） 

ア）『Ｎゲート』…入退場口 



０６．記録の発表について 

（１）記録の掲示は行わない。公式記録についてはアナウンス及び大型映像で発表後、Ｗｅｂに掲載する。 

速報ＵＲＬについては下記ＨＰを参照すること。 

・茨城県中体連陸上競技専門部ＨＰ（ https://jaaf-ibaraki.com ） 

・（一財）茨城陸上競技協会ＨＰ（ https://ibariku.com ）            速報ＱＲコード 

（２）記録の速報については、大型映像で発表する。 

 

０７．表彰について（県混成大会・県通信・県総体・県新人・県駅伝のみ） 

 表彰方法の詳細については表彰該当競技会前に茨城県中体連陸上競技専門部ＨＰに掲載する。 

競技（表彰）終了後、メディアからのインタビューをさせて頂く場合があります。お受けできない場合は、

顧問（監督）を通して事前に競技会本部までご連絡をお願いします。 

 

０８．テント・シートについて 
（１）競技場内（メインスタンド２Ｆ裏コンコース／サイドスタンド芝生席／サイド・バックスタンド裏側スペ

ース（別紙「主競技場会場図」参照）の利用は、抽選とする。なお、抽選にて獲得した場所を他団体と交

換・共有・共用・譲渡等を禁止する。 

 （２）抽選から漏れた団体や抽選申込を行わなかった団体については、サイドスタンド（芝生席は除く）・ 

バックスタンドや中央広場等を利用すること。 

（３）メイン競技場メインスタンドでは、集団での場所取り、個人の長時間場所取りは禁止する。 

（４）主競技場スタンド（芝生席は除く）へのテント設営は禁止とする。 

 （５）公園敷地内の樹木にロープ等を巻いたりすることは禁止とする。 

 （６）主陸上競技場正面外側（会場図参照）のスペースについては、補助員生徒ならびに補助員協力団体の待機 

所とするため、補助員協力団体以外のチームベンチの設置は禁止とする。 

 

０９．ゴミについて（持ち帰りの徹底） 
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。 

 

１０．落とし物・忘れ物について 
   競技会期間中のみ本部で保管する。なお、感染症拡大防止の観点から、競技会終了翌日に破棄する。 

  ※忘れ物にお気づきの際は、本部（県中体連陸上競技専門部事務局）にご連絡ください。 

 

１１．ホームページについて 
・茨城県中体連陸上競技専門部ＨＰ 【 https://jaaf-ibaraki.com 】 

・（一財）茨城陸上競技協会ＨＰ  【 https://ibariku.com 】 

 

１２．競技会運営方法の変更や中止時の連絡について 

（１）県中体連陸上競技専門部ＨＰで周知する。 

（２）県中体連陸上競技専門部の地区委員長または市郡委員長を通して周知する。 

 

１３．その他 

 （１）団体受付時に欠場が決まっている場合は、団体受付（ＴＩＣ）に「欠場届」を提出すること。様式につい

ては、県中体連陸上競技専門部ホームページからダウンロードして使用すること。なお、団体受付後に欠

場となった場合には、本人または代理人が招集完了時刻までに招集所へ提出すること。 

 （２）リレーオーダー用紙・変更届は、１組目の招集完了時刻６０分前までに招集所へ提出すること。 

オーダー用紙・変更届は、各団体で県中体連陸上競技専門部ＨＰからダウンロードして使用すること。 

 （３）競技終了後は、第２ゲートから退場すること。また、移動時には他競技者との接触事故等に注意すること。 

 （４）駐車場の利用については以下の通りとする。なお、枠外駐車や路上駐車は禁止とする。 

   ア）第１駐車場…来賓、大会役員、競技運営業者、競技会関係業者 

   イ）第４駐車場、第６駐車場…バス、引率者、審判員、卒業アルバム写真業者 

https://jaaf-ibaraki.com/


別紙一覧

別紙１　健康チェック表及び参加同意書（個人用）
別紙２　健康チェック表（学校用）
別紙３　行動記録表
別紙４　健康チェック表及び参加同意書（団体競技保護者用）
別紙５　健康チェック表及び参加同意書（個人競技保護者用）
別紙６　健康チェック表及び参加同意書（その他の関係者用）

大会参加までの流れ（フロー図）

別紙３を

別紙１または７を　　別紙４または５を 顧問へ

顧問へ提出 　　　　　受付へ提出 提出

別紙２を

本部へ提出

【生徒】

【学校】

【すべての
関係者】

【顧問】

【本部】

【保護者】
各学校においては、大会前の２週間前から生徒の健康チェックを行

う。

※大会終了まで継続して行う。

各学校においては、日々の生徒の体調を確認し，変更・出場

自粛等あれば、専門部に連絡する。

また、顧問自身（外部コーチ含む）も「別紙１：健康チェック表及

び参加同意書（個人用）」を記載する。

顧問は、大会当日，生徒及び顧問

（外部コーチ含む）全員分の「別紙１：

健康チェック表及び参加同意書（個

人用）」を確認し、「別紙２：健康チェッ

ク表（学校用）」を大会本部へ提出す

る。

※提出がない場合は参加を認めな

い。

※大会が２日以上となる場合は、日

毎に提出する。

※「別紙１：健康チェック表及び参加

同意書（個人用）」は主催者への提出

は求めないが、顧問が全員分まとめ

２週間前～大会前 大会当日～大会期間中

生徒は、保護者の自筆または押印の上，

大会当日に「別紙１：健康チェック表及び

参加同意書（個人用）」を顧問に提出する。

保護者が入場する場合は「別紙４」また

は「別紙５」の「健康チェック表及び参加同

意書（保護者用）」を受付に提出する。

※提出がない場合は、参加を認めない。

大会終了後

生徒は、大会当日の行動につ

いて「別紙３：行動記録表」を記

入し、顧問へ提出する。

※大会に参加した関係者が２

週間のうちに陽性と判明した場

合、提出を求めるため、１月以

上保管しておく。

顧問（外部コーチ含む）は、大

会当日の行動について 「別紙

３：行動記録表」を記入しておく。

また、参加した生徒全員分の

「別紙３：行動記録表」を回収し、

保管しておく。

※大会に参加した関係者が２

週間のうちに陽性と判明した場

合提出を求めるため、１月以上

各自保管しておく。

学校長は、参加生徒

の健康面を踏まえ、大

会に参加する生徒及

び保護者の同意につ

いて確認した上で、大

会申込書に押印し、専

門部へ提出する。

本部は「別紙２：健康チェック表（学校

用）」で健康状態を確認し、参加を許可す

る。また、保護者、その他の関係者の入場

を認める場合は、「別紙４」「別紙５」「別紙

６」を受付で預かり、健康状態を確認し、

入場を許可する。預かった書類は、１月以

上保管しておく。

大会に参加した関係者が２

週間のうちに陽性と判明した

場合、当日参加した関係者全

員から「別紙３：行動記録表」を

速やかに回収する。

回収後、中体連事務局へ提出

する。



【別紙１】

はい　　　・　　　いいえ

はい　　　・　　　いいえ

はい　　　・　　　いいえ

はい　　　・　　　いいえ

はい　　　・　　　いいえ

生徒氏名

保護者氏名 印　

本同意書は顧問が１月以上保管すること。 （保護者の自筆または押印）

〇本チェックシートは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防のため、参加者の健康状態を確認することを目的としています。個人情報
については、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、会場にて感染の疑いがある方が発見された場合には、必要な範囲で保健所等に
提供することがあります。
〇本連盟の作成した「茨城県中学校体育連盟主催大会（総体・新人）における感染拡大予防のための運営方針」等に沿って、入念な対策で
大会運営に臨みますが、それでも100％の感染防止を確約することは難しいと思われます。万が一新型コロナウイルスに感染してしまって
も、当方は責任を負うことはできない点をご了承ください。

部活動名

氏　　　名

　大会当日に以下の事項の有無の確認の上、「はい・いいえ」どちらかを○で囲んでください。
　「はい」が５項目中１項目でもあった場合は、参加を認められません。

□平熱を超える発熱（概ね37度５分以上）がある。

□咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状がある。

□だるさ（倦怠（けんたい）感）、息苦しさ（呼吸困難）がある。

あり　　・　　なし

　　　　．　　　℃

今朝の症状
（息苦しさ、倦怠感、高熱

嗅覚・味覚の異常等）

当日の起床後体温

□嗅覚や味覚の異常がある。　

□体が重く感じる、疲れやすい症状がある。　

大会当日生徒が顧問へ提出
（顧問保管）健康チェック表及び参加同意書（個人用）

学　校　名

参加同意書
　本大会の運営方針を確認の上、遵守し参加することに同意いたします。また、大会後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、学校（チーム）を通して主催者に速やかに濃厚接触者の有無を
報告いたします。



【別紙２】

氏　名 当日体温 健康状態 参加同意書の有無 参加の有無 備考

顧問 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無 有　・　無

顧問 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無 有　・　無

コーチ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無 有　・　無

コーチ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無 有　・　無

生徒１ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無 有　・　無

生徒２ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無 有　・　無

生徒３ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無 有　・　無

生徒４ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無 有　・　無

生徒５ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無 有　・　無

生徒６ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無 有　・　無

生徒７ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無 有　・　無

生徒８ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無 有　・　無

生徒９ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無 有　・　無

生徒１０ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無 有　・　無

生徒１１ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無 有　・　無

生徒１２ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無 有　・　無

生徒１３ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無 有　・　無

生徒１４ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無 有　・　無

生徒１５ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無 有　・　無

生徒１６ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無 有　・　無

生徒１７ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無 有　・　無

生徒１８ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無 有　・　無

生徒１９ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無 有　・　無

生徒２０ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無 有　・　無

生徒２１ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無 有　・　無

生徒２２ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無 有　・　無

生徒２３ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無 有　・　無

生徒２４ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無 有　・　無

顧問氏名

枠が足りない場合はコピーをお願いします。 （顧問自筆または押印）

〇本チェックシートは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防のため、参加者の健康状態を確認することを目的としています。個人情報については、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、会場にて感染の疑いがある方が発見された場合には、必要な範囲で保健所等に提供することがあります。
〇本連盟の作成した「茨城県中学校体育連盟主催大会（総体・新人）における感染拡大予防のための運営方針」等に沿って、入念な対策で大会運営に臨みます
が、それでも100％の感染防止を確約することは難しいと思われます。万が一新型コロナウイルスに感染してしまっても、当方は責任を負うことはできない点をご
了承ください。

健康チェック表（学校用）

学校名　　　　　　　　　　　　　　　　　 部活動名

印　

記載日　令和　　　年　　　月　　　日　　

　大会に参加する顧問、コーチ、生徒は、健康上の問題はありません。また、本大会感染拡大予防のための
運営方針に従い、大会に参加することに同意します。

大会当日顧問が本部へ提出
（本部保管）

 ※　健康状態「良好」とは、別紙１「健康チェック表及び参加同意書（個人用）」の５項目のうち、すべて「いいえ」の場合とする。



【別紙３】

部活動名 氏名

時間 活動場所 活動内容 接触者

8:00 体育館西側トイレ 会場着、トイレ使用 顧問１名、生徒１０名

9:00 受付、体育館 Aコート 受付、ウォーミングアップ開始 顧問２名、コーチ１名、生徒10名

大会初日 7:00
(    )月(    )日 8:00

(    )曜日 9:00

10:00

会場名 11:00
(               ) 12:00

13:00
会場までの移動手段 14:00
(               ) 15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

大会２日目 7:00
(    )月(    )日 8:00

(    )曜日 9:00

10:00

会場名 11:00
(               ) 12:00

13:00
会場までの移動手段 14:00
(               ) 15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

大会３日目 7:00
(    )月(    )日 8:00

(    )曜日 9:00

10:00

会場名 11:00
(               ) 12:00

13:00
会場までの移動手段 14:00
(               ) 15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

　〇大会へ参加した関係者の中で、大会終了後２週間のうちに新型コロナウイルス感染症の陽性者がいたことが判明
　　した場合、本紙の提出を求めます。大会終了後１月以上は顧問が保管をしておいてください。

　〇記載する「活動場所」については、１５分以上いた場所や使用したトイレなどもご記入ください。

学校名　　　　　　　　　　　　　　　　　

行　動　記　録　表

例

大会後顧問へ提出
（顧問保管）



【別紙５】 

～基本情報～

学校名 観戦日 令和　　　　年　　　　月　　　　日

選手氏名 （　　　　年）

観戦者氏名
連絡先
（携帯）

観戦者の健康状態

氏名
本同意書は主催者が１月以上保管すること。

【別紙５】 

～基本情報～

学校名 観戦日 令和　　　　年　　　　月　　　　日

選手氏名 （　　　　年）

観戦者氏名
連絡先
（携帯）

観戦者の健康状態

氏名
本同意書は主催者が１月以上保管すること。

体温　　　　　　　　　℃ 風邪などの症状　　　　有　　・　　無　　（いずれかに○）

１人につき１枚、受付へ提出。

中体連主催大会　健康チェック表及び参加同意書（個人競技保護者用）

１人につき１枚、受付へ提出。

切り取ってご利用ください

中体連主催大会　健康チェック表及び参加同意書（個人競技保護者用）

体温が３７．５℃以上、また風邪などの症状がある場合には、入場をご遠慮くださいますようお願いいたします。

〇本チェックシートは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防のため、参加者の健康状態を確認することを目的としています。個人情報
については、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、会場にて感染の疑いがある方が発見された場合には、必要な範囲で保健所等に
提供することがあります。
〇本連盟の作成した「茨城県中学校体育連盟主催大会（総体・新人）における感染拡大予防のための運営方針」等に沿って、入念な対策で
大会運営に臨みますが、それでも100％の感染防止を確約することは難しいと思われます。万が一新型コロナウイルスに感染してしまっても、
当方は責任を負うことはできない点をご了承ください。
○感染拡大状況等によっては，さらなる観客の制限や，すべての競技で無観客とすることもあります。

～参加同意書～
体温が３７．５℃以上、また風邪などの症状がある場合には、入場をご遠慮くださいますようお願いいたします。

～参加同意書～
　私は、本大会の感染拡大予防のための運営方針を遵守し、観戦することに同意いたします。また、大会
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、主催者に速やかに感染の事実と濃厚接触
者の有無を報告いたします。

　私は、本大会の感染拡大予防のための運営方針を遵守し、観戦することに同意いたします。また、大会
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、主催者に速やかに感染の事実と濃厚接触
者の有無を報告いたします。

印

（自筆または押印）

体温　　　　　　　　　℃ 風邪などの症状　　　　有　　・　　無　　（いずれかに○）

印

（自筆または押印）

〇本チェックシートは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防のため、参加者の健康状態を確認することを目的としています。個人情報
については、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、会場にて感染の疑いがある方が発見された場合には、必要な範囲で保健所等に
提供することがあります。
〇本連盟の作成した「茨城県中学校体育連盟主催大会（総体・新人）における感染拡大予防のための運営方針」等に沿って、入念な対策で
大会運営に臨みますが、それでも100％の感染防止を確約することは難しいと思われます。万が一新型コロナウイルスに感染してしまっても、
当方は責任を負うことはできない点をご了承ください。
○感染拡大状況等によっては，さらなる観客の制限や，すべての競技で無観客とすることもあります。



【別紙６】 

～基本情報～

所属名 日付 令和　　　　年　　　　月　　　　日

氏名
連絡先
（携帯）

観戦者の健康状態

氏名
本同意書は主催者が１月以上保管すること。

【別紙６】 

～基本情報～

所属名 日付 令和　　　　年　　　　月　　　　日

氏名
連絡先
（携帯）

観戦者の健康状態

氏名
本同意書は主催者が１月以上保管すること。

～参加同意書～
　私は、本大会の感染拡大予防のための運営方針を遵守し、入場することに同意いたします。また、大会
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、主催者に速やかに感染の事実と濃厚接触
者の有無を報告いたします。

印

（自筆または押印）

〇本チェックシートは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防のため、参加者の健康状態を確認することを目的としています。個人情報
については、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、会場にて感染の疑いがある方が発見された場合には、必要な範囲で保健所等に
提供することがあります。
〇本連盟の作成した「茨城県中学校体育連盟主催大会（総体・新人）における感染拡大予防のための運営方針」等に沿って、入念な対策で
大会運営に臨みますが、それでも100％の感染防止を確約することは難しいと思われます。万が一新型コロナウイルスに感染してしまっても、
当方は責任を負うことはできない点をご了承ください。
○感染拡大状況等によっては，さらなる観客の制限や，すべての競技で無観客とすることもあります。

切り取ってご利用ください

体温　　　　　  　　℃ 風邪などの症状　　　　有　　・　　無　　（いずれかに○）

体温　　　　　  　　℃ 風邪などの症状　　　　有　　・　　無　　（いずれかに○）

体温が３７．５℃以上、また風邪などの症状がある場合には、入場をご遠慮くださいますようお願いいたします。

～参加同意書～
　私は、本大会の感染拡大予防のための運営方針を遵守し、入場することに同意いたします。また、大会
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、主催者に速やかに感染の事実と濃厚接触
者の有無を報告いたします。

体温が３７．５℃以上、また風邪などの症状がある場合には、入場をご遠慮くださいますようお願いいたします。

印

（自筆または押印）

〇本チェックシートは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防のため、参加者の健康状態を確認することを目的としています。個人情報
については、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、会場にて感染の疑いがある方が発見された場合には、必要な範囲で保健所等に
提供することがあります。
〇本連盟の作成した「茨城県中学校体育連盟主催大会（総体・新人）における感染拡大予防のための運営方針」等に沿って、入念な対策で
大会運営に臨みますが、それでも100％の感染防止を確約することは難しいと思われます。万が一新型コロナウイルスに感染してしまっても、
当方は責任を負うことはできない点をご了承ください。
○感染拡大状況等によっては，さらなる観客の制限や，すべての競技で無観客とすることもあります。

１人につき１枚、受付へ提出。

中体連主催大会　健康チェック表及び参加同意書 ※その他の関係者
　競技団体、審判、高校関係者、写真撮影
業者　等

（その他の関係者用）

１人につき１枚、受付へ提出。

中体連主催大会　健康チェック表及び参加同意書 ※その他の関係者
　管理職、役員、審判、競技団体関係、高
校関係者、写真撮影業者　等

（その他の関係者用）


