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感染対策コミュニケ-1-1
2022 年８月 17 日
感染対策委員長 武田 彰

このコミュニケは 文部科学大臣杯 第 77 回 全日本大学対抗選手権自転車競技大会
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。
現下の新型コロナウイルスの感染状況に鑑み、当連盟では感染拡大防止の観点から、原則として
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
2022 年 8 月 29 日（月）20 時よりチーム監督/代表者・感染対策チーム責任者会議を、リモー
トで行いますので、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。無断欠席にはペナルティが科されます。
○
○

トラック会場のうち根占自転車競技場の走路、インフィールド、および管理棟内
ロード会場のうち「感染拡大防止重点管理区域」（以下「管理区域」という。）として指定する
大会本部、スタート／フィニッシュ地点周辺、器材交換ピット、補給エリア等

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。
競技場の観客エリア、ロード会場の管理区域以外のコース脇の来場者には義務付けません。

レースの結果はホームページでも公開しています。

httpｓ:// jicf.info/
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感染対策コミュニケ-1-2

① 各チーム代表者および感染対策委員の事前会議への出席
② 新型コロナウイルス感染陰性（低リスク）の確認
大会前２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。（ワクチン接種を推奨します。）
③ 書類３点の準備（競技役員を含む）
●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）
全ての出場選手・チームスタッフ：エントリー用紙の提出でこれに代えます
賛助会員・報道関係者等：事前に学連ＨＰから登録し送信してください
競技役員：委嘱状への返信によりこれに代えます

●健康状態申告書（携行（入場時の提出は求めない））
リンク先⇒ 健康状態申告書(携行) (EXCEL)
リンク先または学連ＨＰから入手、必要事項を記入した用紙を印刷し携行する
（この用紙と引き換えにＩＤカード（発行される場合）をお渡しします）

●７日間の体調管理シート（携行）
リンク先⇒ 体調管理シート(携行) (EXCEL)
リンク先または学連ＨＰから入手、記入したものを印刷し持参（必要な際に提出
できるようにしておいてください。）

大会会場への入場者限定について
・大会会場（走路、インフィールド、管理棟内、および管理区域へ入場を認められるのは入場可能と
なる条件の何れも満たす次の方々です。
（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

レースの結果はホームページでも公開しています。
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感染対策コミュニケ-1-3
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。
（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。
・入場の際に 37.5℃以上の発熱がないこと。（検温は実施しません。37.5℃以上の発熱がある
方、体調不良の方は入場をお控えください。）
・入口で来場申請が確認され、交付された ID カードを身に着けている方。
・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。
・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。
入場管理（ID カード配付場所）について
・受付において来場申請を確認させていただきます。体調に問題がない場合に、ＩＤカードを配付し
入場を認めます。
・体温が 37.5 度以上ある方の入場をお断りいたします。
駐車場、チームピットエリアについて
・トラック会場においてチームピットエリアのゾーン分け行いませんが、事前に有料テントを申し込
んだチームはその配置に従ってください。有料テントを利用しないチームは決められたエリアにお
いて各チーム距離を保ってピットを設置してください。ロード会場においてはチームピットエリア
のゾーン分けは行いません。各チーム距離を保って使用してください。
・ロード会場の駐車場内では各チーム１張の簡易テントの設置を認めます。
・前項にかかわらず、新型コロナウイルス感染防⽌の観点または競技運営上の必要から、駐車、テン
ト設置、および同位置の変更を要請することがあります。
・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）。

レースの結果はホームページでも公開しています。
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感染対策コミュニケ-1-4
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。
競技場管理棟の利用制限について
・参加チームおよび競技役員は、競技場管棟内は【トイレ】
【女子更衣室】の２カ所のみ入場、
使用が許可されます。ご注意ください。
競技場インフィールド内滞在について
1

チームスタッフ等がインフィールド内に滞在する場合は相互に 1.5m の間隔をあけて密になら
ないよう、お願いします。レース観察時の声を出しての激励はご遠慮ください。（拍手のみ可）
2 インフィールド内は常時マスクを着用してください。
【マスク着用の例外】
他人と２ｍ以上の距離が確保され、会話がない場合はマスクの着用を不要とします。
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。
・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。
ロード会場における注意点
・レース出場選手も、出走３０秒前まではマスクを着用し、フィニッシュ後、呼吸が落ち着いたら
直ちにマスクを着用してください。
【マスク着用の例外】
他人と２ｍ以上の距離が確保され、会話がない場合はマスクの着用を不要とします。
ただし、補給地点および器材交換ピットにおいてはマスクは常時着用してください。

レースの結果はホームページでも公開しています。
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感染対策コミュニケ-1-5
7 日間の体調管理シート(紙)について
・感染対策チーム責任者は、チーム全員の 7 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 感染対策に関する指示に従わない場合や悪質な遵守事項違反には罰金を科します。状況と違反
の程度により 3,000 円～／件。
《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/covid-19-pandemic-events-protocols/
取材申請書はこちらから；
・ https://jicf.info/shinseishosiki/
来場申請フォーム
・ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK_JfP14636G60CQ65r6YRB2bnBQfO3CnqloUxrc2yA0CJQ/viewform

（ＨＰトップページに掲出される「お知らせ」にも適宜掲示されます。）

レースの結果はホームページでも公開しています。
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文部科学大臣杯 第 77 回 全日本大学対抗選手権自転車競技大会
トラック：2022 年 9 月 1 日（木）～３日（土） ロード：９月４日（日）
主
後
協
協

トラック競技：鹿児島県 根占自転車競技場(333.33m) ロード競技：鹿児島県肝属郡錦江町及び南大隅町 特設周回コース1周2 4. 2 km
催： 日本学生自転車競技連盟
共催：(公財）日本自転車競技連盟
鹿児島県自転車競技連盟
援： スポーツ庁
鹿児島県
公益財団法人鹿児島県スポーツ協会
錦江町
南大隅町
燃ゆる感動かごしま国体錦江町実行委員会
燃ゆる感動かごしま国体南大隅町実行委員会
賛：(公財)JKA
(公社)全国競輪施行者協議会
（一社）日本競輪選手会
井上ゴム工業株式会社
株式会社パールイズミ
WIN AND WIN CO., LTD.（WIAWIS）
セイコータイムクリエーション株式会社
株式会社クレーマージャパン
株式会社ＮＩＰＰＯ
日本新薬株式会社
社会福祉法人白鳩会
株式会社垂水温泉鶴田
有限会社フレッシュ吹上・黒川農園
力：錦江警察署
肝属地区消防組合南部消防署
国立大学法人鹿屋体育大学
南大隅高校自転車競技部
日直商会株式会社
ブリヂストンサイクル株式会社
南九州スバル株式会社
錦江中学校
田代中学校
（順不同）

感染対策コミュニケ-1-6
大会後の感染に関するお願い
大会終了後２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 kogatakefumi@yahoo.co.jp
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

レースの結果はホームページでも公開しています。
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