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2021 JICF 全日本学生ロードレース・カップ・シリーズ第3戦+第4戦 

霊峰木曽おんたけロードタイムトライアル +ヒルクライム  
  

 

コミュニケ３(総務系No.3)− 2021.10.27. 

 感染対策委員長   武田 彰 

 

このコミュニケは上記大会における新型コロナウイルス感染防止対策についてお知らせするもの

です。 

各地に発出されている緊急事態宣言・まん延防止等重点措置は９月３０日までで解除されました

が、当連盟では感染拡大防止の観点から引き続き、これまでの対策を継続いたします。    

関係者各位のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

事前会議について 

10月27日（水）21：00から【チーム代表者および・感染対策責任者会議】を、リモート会議で

行いますので、該当者は必ず出席すること。「会議URL」はエントリー用紙記載アドレスに電子メ

ールにてお知らせします。 

 

大会会場への入場者限定について 

 

・新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌の観点から、本⼤会は無観客試合として実施します。 

・会場に来場する全ての方に、PCR検査等を義務付けます。 

 ワクチン１回接種、未接種の方はＰＣＲ検査を受けてください。（抗原検査は原則不可）ワクチ

ン２回接種済の方は抗原検査をＰＣＲ検査に代えることを認めます。 

何れの方も陰性または低リスクを確認のうえ来場ください。 

  

 

 

 

◎ 来場に必要な書類３点とそれらの取り扱いは以下のとおりとします。（競技役員を含む） 

  ① 来場者の事前届け出（オンライン）（いずれの場合も変更があれば再送） 

賛助会員・報道関係等：事前に学連ウエブサイトから登録し送信してください 

選手・チームスタッフ：エントリー用紙への記載により省略可能 

競技役員：委嘱状への返信により省略可能 

  ② 健康状態申告書（紙で当日、入場時に提出） （←リンクあり） 

学連サイトから入手（または本コミュニケ６ページを印刷）し必要事項を記入した

用紙を当日受付に提出（この用紙と引き換えにＩＤカードをお渡しします） 

※これまでのグーグルフォームは廃⽌ 

③ １４日間の体調管理シート（携行） （←リンクあり） 

     学連ＨＰから入手し記入したものを持参（必要な際に提出できるようにしておい 

てください。） 
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・⼤会会場に入場する選手・スタッフ・⼤会役員・報道関係者・来場者届が認められた方等はワク

チン接種にかかわらず全員、事前の新型コロナウイルスの陰性または低リスクの確認を義務付け

ます。 

 

（参考：これまでの通知） 

PCR検査義務付けのご連絡   PCR検査義務付けの連絡２ 

PCR検査について 

 

●PCR検査についての注記 

⼤会参加初日から数えて５日以内のPCR検査の実施（必須）。  

ワクチン２回接種済の場合のPCR検査等の免除は取りやめ。 

※ワクチン２回接種済の場合でも、来場者届の提出、健康状態申告書(紙：入場時提出用)の提出

、14日間の体調管理シートの準備(携行)は免除されません。 

 

・⼤会会場へ入場を認められるのは次の方のうち、以降の条件の何れも満たした方です。 

（条件を満たせば入場可能な方） 

1 出場選手、予めエントリーシートに記載された人数制限内のチームスタッフ 

2 ⼤会運営関係者（審判、医師、看護師、学生委員、当番校関係者、その他の運営スタッフ） 

3 日本学生自転車競技連盟の理事・評議員・委員会委員・学生委員で予め届け出た方 

4 日本自転車競技連盟関係者で予め本連盟に届け出た方 

5 開催地都道府県自転車競技連盟関係者で予め本連盟に届け出た方 

6 協賛会社・団体関係者で予め本連盟に届け出た方 

7 報道関係者で予め本連盟に届け出た方 

8 本連盟の指定した来賓の方 

9 本連盟賛助会員で予め本連盟に届け出た方 

 

 上記3以降の「予めの届け出」は⼤会3日前の正午までにお願いします。  

 会場においては、レース中の出場選手以外はマスクの着用をお願いします。(マウスシールドのみ

は不可)  

食事の際以外は必ずマスクを着用し、外さないようにしてください。 

 なお、来場に際しガイドラインでは、移動車両においてはワクチン２回接種済またはＰＣＲ検査

結果が陰性（リスク低）の方々だけで乗車する場合は、法定上限定員の8割以下、その他の場合は６

割以下の乗車での来場をお願いしております。ガイドラインに記載された事項を遵守するために必

要となるマスク、消毒液等必要となる物品の準備に万全を期してください。 

 

 

 

 

https://jicf.info/hp/wp-content/uploads/2021/05/PCR_kensa_20210513.pdf
https://jicf.info/hp/wp-content/uploads/2021/05/PCRcommunique_20210521.pdf
https://jicf.info/hp/wp-content/uploads/2021/04/7f08a80b78e5570aec3febd4ff9d3ee7.pdf
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（入場可能となる条件） 

・事前のＰＣＲ検査等で陰性または低リスクであった方。（ワクチン２回接種済の方も同様／ワク

チン2回接種済の方は抗原検査をPCR検査に代えることを認めます） 

 

・入場の際の検温で問題がないとされた方。 

 

・駐車場入口で健康状態申告書(紙)を提出し、交付されたIDカードを身に着けている方。 

 

・検温の結果、⼤会医師・当連盟感染対策委員会により感染が疑われると判断された場合、入場を

お断りすることになりますので予めご了承ください。 

 

・入場を認められた場合は、「日本学生自転車競技連盟JICF⼤会開催時ウイルス感染防⽌対策ガイ

ドライン」（以下ガイドライン）を遵守してください。来場14日前からの体調管理シートの記入

・記録・必要とされた際の提出の準備を行ってください。会場内に一般観客の方は入場できませ

んのでご注意ください。 

 

 

検温・IDカード配付場所について 

・駐車場入り口において検温を行い、併せて健康状態申告書を提出いただきます。 

・検温の結果が37.5 度以上の場合は入場をお断りいたします。 

・提出された健康状態申告書により、エントリー用紙上の選手・スタッフおよび来場事前届けが出

ている方であるかの資格チェックを行います。この時点でエントリー用紙および事前の来場届け

出に名前がない場合は、入場をお断りいたします。 

・検温および健康状態申告書に問題がない場合は、ＩＤカードを配付します。 

・なお、エントリー用紙内のチームスタッフについては、⼤会当日のメンバー変更はできません。

どうしても変更する場合には、変更申告の期日を守らないことについてペナルティを科しますの

で、ご注意ください。 

・資格チェックの効率を上げ時間を短縮するため、来場時の健康状態申告書はエントリー用紙上の

選手・スタッフの記入順にしておいてください。可能な限り同じチームのメンバー同士がまとま

ってくる方がより速く処理が済み、入場時間が早くなりますので、ご協力をお願い申し上げま

す。 

 

駐車場について 

・駐車場の場所は別途コミュニケで発表します。駐車場では、各チーム距離を保って使用してくだ

さい。ゴミなどは各自で持ち帰るようにしてください。 

・選手のサポートは同じチーム員に限定します（他チームのサポートは不可）。 

・新型コロナウイルス感染防⽌の観点から、駐車およびテント設置位置の変更を要請することがあ

ります。 
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IDカードについて 

 

・参加選手・チームスタッフ・競技役員・その他入場を許可された上記（条件を満たせば入 

場可能な方）3以降の方に配付されたIDカードは⼤会中、常に首から下げておいてください（競技

中の参加選手を除く）。IDカードを入れる「カードホルダー」（首ひも付き、葉書サイズ用）は

配付いたしませんので、対象者は事前に用意して持参してください。 

・IDカードは折り曲げずにカードホルダーに入れてください。 

・配付したIDカードは回収いたしません。会場ゴミ箱やポイ捨ては厳禁します。現認し 

場合はペナルティを科すことがありますので、注意してください。 

 

観戦・応援について 

 

1  本⼤会は無観客試合です。 

2  チームスタッフ等がコースの外側から観戦する場合は相互に1.5mの間隔をあけて密にならない

よう、お願いします。応援は拍手のみで声を出しての応援はご遠慮ください。 

3  ⼤会中は常時マスクを着用してください。 

4  ご協力いただけない方については、⼤会会場から退場していただくことがありますのでご注意く

ださい。 

 

14日間の体調管理シート(紙)について 

 

・チーム感染対策代表者は、チーム全員の14日間の体調管理シート(紙)を⼤会運営者からの依頼が

あった場合はその場で提出が出来る様に必ず準備しておいてください。（「自宅PCに保管」等その

場で提出できないことのないようにお願いします。） 

 

その他 

 

1 会場では競技役員の指示に従って円滑な大会運営にご協力お願いします。 

2 地域の方々に不安を与えない為、宿泊施設等での行動には十二分に注意・配慮する様にしてくだ

さい。 

3 地域感染拡大を誘発させない為、宿泊施設周辺での外出・買い物等は出来るだけ避ける様、事前

に準備が出来るものはしたうえ現地入りしてください。 

４ 感染対策に違反した場合は罰金を科します。違反の状況により3,000円～／件。 
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《関係書類等》 

 ガイドライン、体調管理シート用紙はこちらから（サイトの最上段）； 

・ https://jicf.info/13964/ 

 

 取材申請書はこちらから； 

・ https://jicf.info/shinseishosiki/ 

・ 送付先 wjicf2011@gmail.com 

 

 来場者届出 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddFPJuSOTwZPKl4VjHn8vProzA6lp5yPtAsZyh

pT41QbLIxQ/viewform?usp=pp_url 

上記リンクで事前に健康状態の届け出をするとともに、体調管理シートのご提出をお願いします。 

 

  

https://jicf.info/13964/
https://jicf.info/shinseishosiki/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddFPJuSOTwZPKl4VjHn8vProzA6lp5yPtAsZyhpT41QbLIxQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddFPJuSOTwZPKl4VjHn8vProzA6lp5yPtAsZyhpT41QbLIxQ/viewform?usp=pp_url
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大会後の感染に関するお願い 

大会終了後10日以内に、同一チーム内で、選手・監督・コーチ・スタッフにかかわらず、２名以

上の新型コロナウイルス感染陽性が判明した場合は速やかに以下のアドレスにメールで報告してく

ださい。 

 

◎ メールアドレス jicf.students@gmail.com 

 

報告を受けた事務局は感染対策委員会と連携し、必要と判断される場合は参加チームにその事実

を周知するものといたします。 

報告の際には具体的な氏名の記載は必要ありません。選手A、選手Ｂ、スタッフＣ、監督・コーチ

Ⅾ、…というように記載してください。 

 

これは万一⼤会終了後に感染が判明した場合、⼤会中に濃厚接触者となった可能性があった事実

を関係者に周知し、その後の感染拡⼤予防につなげるためのものです。以降の⼤会についても継続

します。 

 なお、感染陽性者が判明した場合の報告は、以下の事項についてご報告いただきますよう、よろ

しくお願いいたします。 

―――――――――――――― 

要報告事項 

 

１． 新型コロナウイルス感染 陽性判明について 

（１） 陽性判明人数   名 （属性）・選手 ・スタッフ ・監督/コーチ/大学関係者 

（２） 陽性判明日       年  月  日（ ） 

（３） 陽性判明の方法  ・PCR 検査 ・抗原検査 ・その他の検査[     ]検査 

（４） 検査検体の採取日    年  月  日（ ） 

（５） 陽性判明日の症状の有無  ・症状あり 具体的な症状[      ]  ・無症状 

 

２． 新型コロナウイルス感染陽性者の行動履歴（具体的に） 

 

３． 陽性判明後の対応 

 

４． 保健所/病院からの具体的指示内容と当該陽性判明者の現在の状況 

 

５． その他周知しておくことが良いと考えられる特記事項 

 

 

以 上 
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健康状態申告書

申込者

の属性

⼤学

(チーム名)
⼤学

氏名
居住地

（都道府県)

あり □ なし □

あり □ なし □

あり □ なし □

あり □ なし □

【新型コロナウイルスの陰性(または低リスク)確認】

℃

　　年　  月  　日

過去14日間の最高体温について

過去14日間の最高体温を記録した日

発熱、咳、全身倦怠感等の感冒様症状

頭痛、下痢、結膜炎、嗅覚障害、味覚障害

新型コロナウイル感染症陽性者との同居又は濃厚接触

日本国政府から入国制限、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該当者との濃厚接触

⼤会名

【⼤会２週間前における各事項の有無】

緊急連絡先

(本人以外)

連絡先

(TEL/mail)

①２回接種後２週間経過 ② ①以外□ □

新型コロナウイルスワクチンについて

　　年

月   　日ワクチン２回目接種日

PCR検査

もしくは抗原検査の結果

本書類に記入いただいた情報は感染対策のため使用することがあります。

【自由記述】

　　年　   月   　日
PCR検査

検体採取日

検査会社

検査結果
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