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Communique No.4 

28, July,2022 

 

Covid-19 Protocol 

 

This communiqué is to inform you about COVID-19 prevention measures for the 

8th JICF International Track Cup in August 2022. 

このコミュニケは第 8 回 JICF 国際トラックカップ 2022 年 8 月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。 

 

The following requirements are required for all participants and visitors to the 

race to enter the track and infield: Asked with or without vaccination. 

走路およびインフィールドに入場する大会参加・来場者全員に義務付けられる事項は次のとお

りです。ワクチン接種の有無にかかわらず求められます。 

 

(1) Confirmation of negative (low risk) of new coronavirus infection 

Please confirm by taking a PCR test within 5 days before the tournament or an   

antigen test within 1 day before the tournament. Antigen test kits will be 

distributed by the organizers. 

新型コロナウイルス感染陰性（低リスク）の確認 

大会前５日以内に PCR 検査、または大会前１日以内に抗原検査を受けて確認してください。

抗原検査キットは主催者が配付します。 

 

(2) Filling in of two documents (including team staff) 

書類２点の記入（チームスタッフを含む） 

The organizer will prepare and distribute the necessary documents. 

必要な書類は主催者が準備し、配布します。 

  ●Health status declaration form (carry it) 

   * Declaration form that you will participate in the tournament without any  

    problems, present if requested 

  ●健康状態申告書（携行（入場時の提出は求めない）） 

   ※ 問題なく大会に参加することの申告書・求められた場合に提示 

 

  ●7-day physical condition management sheet (carrying) 

   * For providing information when receiving medical institutions due to 

injury, etc. 

●７日間の体調管理シート（携行） 

    ※ 怪我等のために医療機関を受信する際の情報提供用 

 

  

https://jicf.info/hp/wp-content/uploads/2021/08/Health-status-declaration_20210804b.xlsx
https://jicf.info/hp/wp-content/uploads/2021/08/Health-status-declaration_20210804b.xlsx
https://jicf.info/hp/wp-content/uploads/2021/01/condition_management_sheet_v20210121.xlsx
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Limited to visitors to the convention venue 

大会会場への入場者限定について 

 

・Admission to the venue (track and infield) is permitted by the following 

persons:  

1. Competitors and team staff within the number of players limit stated on the   

 entry sheet in advance 

2. Organizers (commissaire, doctors, nurses, and other administrative staff) 

3. Directors, councilors, committee members, and student committee members of  

 the Japan Student Cycling Federation who have notified in advance 

4. Related to the Japan Bicycle Racing Federation who have notified the  

 Federation in advance 

5. Related to the host prefectural cycling federation who have notified the  

 Federation in advance 

6. Related to sponsoring companies and organizations who have notified  

 the Federation in advance 

7 Members of the media who have notified the Federation in advance 

8 Guests designated by the Federation 

9. Supporting members of the Federation who have notified the Federation in  

 advance 

・大会会場（走路およびインフィールド）へ入場が認められるのは次の方のうち、以降の条件の

いずれかを満たす方です。 

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 
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About admission management (temperature check, ID card) 

入場管理（検温・ID カード）について 

 

・Persons with a body temperature of 37.5 degrees Celsius or higher will not be 

admitted. 

・体温が 37.5 度以上ある方の入場をお断りいたします。 

 

・ID cards will be distributed to those who are permitted to enter. 

・入場が許可された方には ID カードを配布します。 

 

・Put the ID card in the card holder without folding. 

・We will not collect ID cards that have been distributed. Trash cans and littering at the 

venue are strictly prohibited. Recognition 

So you may be penalized 

・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。 

 

 

About staying in Infield 

インフィールド内滞在について 

 

1 When staying in the infield, please keep a 1.5 meter space between each team 

and do not be too close together. Please refrain from giving loud voice 

encouragement when observing the race.  

2 Wear a mask at all times in the infield. ( Except during meals, races, and warm-

ups) 

3 Please note that those who do not cooperate may be asked to leave the venue. 

1  インフィールド内に滞在する場合は各チーム間に 1.5m の間隔をあけて密にならないよう、

お願いします。レース観察時の大声を出しての激励はご遠慮ください。 

2  インフィールド内は常時マスクを着用してください。(食事中・レース中・ウォーミングアッ

プ中は除く) 

3  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。 

 


