
令和４年度全国中学校体育大会 第５３回全国中学校柔道大会 

新型コロナウイルス感染症拡大予防マニュアル 

本大会開催にあたり，（公財）日本中学校体育連盟の「全国中学校体育大会実施上の COVID-19 感染

拡大予防ガイドライン」並びに（公財）全日本柔道連盟の「新型コロナウイルス感染症対策と柔道練

習・試合再開の指針」に基づき，本マニュアルを作成しました。 

本大会に参加する各チーム・役員・関係者等全ての皆様におかれましては，本マニュアルに従い感

染予防並びに感染拡大防止を徹底し，安全・安心で円滑な大会運営にご協力いただきますようお願い

いたします。なお，本マニュアルは，現時点で得られている知見等に基づいて作成しています。  

今後の知見の蓄積及び新型コロナウイルスの感染状況により，随時見直すことがあり得ることをご

了承ください。 

 

１ はじめに 

 大会参加に際して，感染拡大予防のために下記内容を遵守してください。万が一，協力していただ

けない場合は，他の参加者の安全確保の観点から大会参加を取り消したり，途中退場を求めたりする

場合があります。また，状況によっては，競技を中断する場合もありますのでご了承ください。 

 

２ 大会参加の要件 

（１） 本大会への参加要件は「下表のＡ～Ｃに該当していないこと」とする。 

生徒等※１の状況 対    応 

Ａ：感染者（陽性者：みなしも含む）である ・当該生徒等については，保健所の指示による自宅等

における療養期間中，外出自粛期間中の大会参加

を認めない。 Ｂ：濃厚接触者である 

Ｃ：感染の疑いがある※２  ・当該生徒等については，大会参加を自粛する。 

 ※１生徒等：生徒，教職員（部活動指導員を含む），外部指導者 

 ※２「感染の疑い」とは，「①発熱，②咳，のどの痛みなど風邪の症状，③だるさ（倦怠感），息苦

しさ（呼吸困難），④味覚・臭覚異常のいずれかを含む体調不良」 

 

＜大会期間前の対応＞ 

①大会参加前１週間以内の感染の疑いについては，医療機関において「感染の疑いなし」と診断を

受けた場合のみ参加を認める。（症状が治まっていることが前提条件） 

  

 

＜大会期間中の対応＞ 

 ①上記表のとおりの対応。 

 ②大会期間中に感染者（陽性者）もしくは濃厚接触者が確認された場合 

  ・当該選手等が所属する学校の大会参加は認めず，棄権とする。 

 ③大会期間中に感染の疑いが生じた場合 

  ・当該の選手等は大会参加を自粛し，医療機関を受診する。 

  ・当該の選手等が所属するチームは，次に来場する時間までに医療機関において「当該選手等の

感染の疑いなし」と診断を受けない限りは大会参加を自粛する。 

  

   

 

 

 



＜大会終了後の対応＞ 

 ①大会終了後１週間以内に大会参加者にＡ：感染者（陽性者）が確認された場合は，速やかに大会 

実行委員会へ報告すること。（報告者：当該チーム（学校）の責任者） 

 ②上記①に該当したチーム（学校）の責任者は必要に応じて選手等の「行動履歴」や「健康観察記

録」をすぐに提出できるよう整えておくこと。 

 

３ 感染症拡大防止策の具体 

（１）提出物について 

 選手 

監督・コーチ 

引率者 

個人戦付添者 

都道府県 

関係者 

視察員 

見学者 

大会役員 

競技役員 

生徒役員 

関係業者 

◎健康チェックシート１・３ 

【様式２３】【様式２３－２】 

※大会前後７日分を記入し、大会後１ヶ

月程度は保管する。 

代表者１名が 

受付時に提出 

(健康ﾁｪｯｸｼｰﾄ１) 

個人保管 個人保管 

◎学校同行者体調記録表【様式２４】 

※引率者が【様式 23】を確認し作成する。 

◎所属先責任者証明書【様式２４】 

※練習拠点の監督等が作成する。（自署） 

代表者１名が 

受付時に提出 
－ － 

◎健康チェックシート２【様式２５】 

 ※必要事項を記入し、入場時に各日１人

１枚を提出する。 

 ※「⑩誓約」欄に、忘れずに署名する。 

受付翌日から 

入場時に提出 

各日１人１枚 

入場時に提出 

各日１人１枚 

入場時に提出 

各日１人１枚 

◎同意書【様式２６】 

 ※保護者より各校校長へ提出する。 

学校保管 

※選手、付添のみ － 
学校保管 

※生徒役員のみ 

◎都道府県関係者名簿【様式２７】 

 ※８月１０日（水）までに都道府県委員長

が作成し、実行委員会へデータで送付。 

－ 
都道県委員長に

必要事項を報告 － 

 

（２）大会後の留意事項 

①大会参加後７日においても「健康チェックシート１・３」【様式２３】に継続して記録する。その

期間内に新型コロナウイルス感染が確認された場合は、大会実行委員会に対して、濃厚接触者の

有無等も含めて、速やかに報告すること。なお、濃厚接触者特定のために「健康チェックシート

１・３」【様式２３】が必要となるため、大会終了後も１か月程度保管しておくこと。 

②大会参加後７日において、発熱や諸症状があった場合には、速やかに医療機関の「発熱者外来」

を受診すること。 

 

 

 



４ 大会運営上の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策 

（１）マスク着用について 

①全ての関係者に対し、常時マスクの着用を義務づける。ただし、試合を行う選手については、こ 

の限りではない。 

 

（２）手洗いの徹底について 

②全ての関係者にこまめな手洗いを義務づけるとともに、実行委員会は、十分な量の石けん等を準 

備する。なお手洗い場には、「手洗いは３０秒以上」の掲示をする。 

 

（３）検温について 

①各会場入口に非接触型体温計を設置し、３７.５℃以上の者は、いかなる場合でも入場させない。 

 

（４）手指及び共用施設・備品（試合会場、練習会場、畳等）の消毒について 

①全ての関係者に対し、会場入場時の手指消毒を義務づけるとともに、会場内においても、適宜、

手指の消毒を求める。 

②試合をする選手には、試合前後に手指の消毒を義務づける。 

③各試合場及び練習会場に抗菌マットを設置し、畳に上がる際には、全ての関係者に対して足裏消

毒を義務づける。 

④各試合場、練習会場の畳も定期的に消毒を行う。 

⑤共用施設・備品は、係員が適宜巡回の上、定期的に消毒を行う。 

 

（５）身体的距離の確保等について 

①身体的距離を確保しての会場配置や待機場所の設置、参加者の動線等について、感染防止に配慮

した対策を講じる。 

須賀川アリーナ１階 一方通行 

須賀川アリーナ２階 右側通行 

使用可能な座席の指定  

 

（６）学校受付（選手・監督・コーチ）について 

①学校受付は、各校代表の１名（引率者等）が済ませることとする。 

選手（含む付添選手）やコーチは、ＩＤカードの受取後に入場とする。 

※受付のために入場する代表者は、会場入口で係員に申し出ること。 

 

（７）会場への入場制限について 

①各会場への入場制限は以下の通りとする 

 選手 

監督･コーチ 

引率者 

個人戦 
付添者 

都道府県 

関係者 

大会役員 

競技役員 

生徒役員 

視察員 

関係業者 

見学者 

須賀川アリーナ１階 ◯ 
× 

(当日朝の練
習時のみ可) 

× ◯ ◯ 

須賀川アリーナ２階 ◯ ◯ ◯ × × 

当日練習会場 

(２階サブアリーナ) 
◯ ◯ × ◯ × 

②いずれの場合も、ＩＤおよび「健康チェックシート２」【様式２５】の提出がない（記載不備含） 

者の入場は許可しない。 



③試合場への入場制限について 

女子団体 選手・監督・コーチを含め３校まで入場できる。 

男子団体 選手・監督・コーチを含め２校まで入場できる。 

個人戦 選手・監督・コーチを含め５選手まで入場できる。 

 

④スタンバイマットへの入場制限について 

女子団体 選手・監督・コーチを含め２校まで入場できる。 

男子団体 選手・監督・コーチを含め１校まで入場できる。 

個人戦 選手・監督・コーチを含め３選手まで入場できる。 

 

⑤会場内では各校の監督の下、まとまって行動すること。 

 

（８）選手、監督･コーチ、引率者、個人戦付添者の待機場所について 

①選手、監督･コーチ、引率者、個人戦付添者の待機場所は須賀川アリーナ２階観覧席とする。 

席はブロック毎に割り振るので、指定された場所以外には立ち入らないこと。 

 

（９）会議への参加者の制限について 

①監督会議への参加は、各都道府県より代表１名とする。 

②講道館講習会において受講生の募集は行わない。 

 

（10）試合中の選手のＩＤ及びマスクの保管について 

①各自で袋を準備し、その中に保管すること。 

 

（11）試合後の行動について 

①速やかにアリーナから退場すること。ミーティング等は密を避けて屋外等で行うこと。 

②帰宅(宿)後は、直ぐに入浴し、柔道衣や衣類の洗濯、用具の消毒を行うことを奨励する。 

 

（12）試合中（全ての間）の発声について 

①ベンチからの大声での指示や指導、声援は禁止する（審判員には注意と退場の権限を与える）。 

 

（13）観覧席からの発声について 

①観覧席からの発声を禁止する（選手への激励、健闘を称える場合は拍手で行う）。主催者等による

注意を守らない場合は退場を宣告する。 

 

（14）飲食場所について 

①飲食場所は、須賀川アリーナ２階のみとし、十分な間隔を空けて飲食を行う。 

  ※新型コロナウイルスの感染状況によって変更の場合あり。 

 

（15）紅白帯について 

①紅白帯は、各校での準備とし実行委員会で準備はしない（都道府県委員長は予備を準備しておく 

こと）。 

 

（16）大会期間中の行動制限について 

①大会期間中、選手・監督・コーチと都道府県関係者との不要な接触を禁止する。 

②実行委員会が準備する無料シャトルバスの利用は選手・監督・コーチに限る。 

③宿泊場所において、選手・監督・コーチと都道府県関係者との不要な接触がないように別の宿泊 

場所となるように依頼する。 

 

（17）館内の換気について 

①会場内のドアや窓については、定期的に開放し換気を行う。 



（18）審判一人ひとりにビニールの小袋を準備する 

①審判は、試合中に選手が巻いているテーピングのテープが剥がれて試合場に落ちた場合、そのま

まポケットに入れず、ビニール袋に入れてポケット内で管理する。 

②試合場から下りる時にアルコール等で手指消毒を必ず行う。 

 

（19）その他 

①円陣、ハイタッチ等、ソーシャルディスタンスが確保できない競技以外の全ての行為を禁止する。 

②他人との共有使用（ペットボトル、コップ、タオル等）を全て禁止する。 

③大会役員への湯茶の接待は行わない（お茶付きで弁当のみ準備）。 

④個人戦において２回戦が初戦となるシード選手は、練習会場における密を避けるため、可能な限 

り練習会場への入場時刻を遅らせること。 

 

５ 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に係る大会運営上の変更点 

（１）開閉会式の簡略化 
①「開会宣言」「日本中体連会長あいさつ」「選手宣誓」「表彰式」及び「閉会宣言」のみ実施する。 

②「優勝旗・優勝杯返還」「バナー・レプリカの授与」は行わず放送で紹介する。 

③開会式での選手整列は行わない。 

※女子団体戦の第１試合出場校が各試合場の待機席にて参加（第２試合出場校は任意） 

※式典中は静粛にし、館内放送を聞くこと 

 

（２）表彰式の簡略化 

①団体戦：優勝、準優勝、第３位のみ表彰、第５位及び敢闘賞は放送にて紹介する。 

②個人戦：優勝、準優勝、第３位のみ表彰、第５位は放送にて紹介する。 

③賞状は読み上げない。賞状、メダル等は表彰盆から選手自らが取り上げる。 

④第５位及び敢闘賞の賞状は、別途、実行委員会から監督または選手に渡す。 

 

（３）柔道衣点検の簡略化 

①試合当日、待機席への入場前に出入り口係が目視にて柔道衣点検及びＩＪＦマークの確認を行う。

なお試合途中、審判により疑義が生じた場合は、各試合場において審判員が計測器を用いて検査

する。 

 

②規格不適合と判断された場合は、同校の別の柔道衣（規程にあったもの）に着替えさせて試合を

行わせる。代替の柔道衣がない場合は、相手選手の「棄権勝ち」とする。 

 ※サポーターを着用し試合を行う選手は、点検前に試合場統括主任まで申し出ること。 

 

（４）練習会場利用者の限定 

①須賀川アリーナ・サブアリーナ 当日試合者のみの利用とする。 

②西袋中学校体育館 翌日試合者のみの利用とする。 

 

（５）翌日試合者の計量及び練習の分散化 

①女子団体（８月２１日）  

ブロック毎に計量（３０分）・練習時間（１時間５０分／日）を割り振る。 

計 量 会 場 須賀川市文化センター小ホール 

練 習 会 場 須賀川市立西袋中学校体育館 

利 用 可 能 者 翌日試合者のみ 

ブロック別計量・練習時間 

ブロック         項目 受  付 計  量 練  習 

四国・九州・中国・近畿 11:00～12:30 12:00～12:30 13:00～14:50 

北海道・東北・関東・北信越・東海 13:00～14:30 14:00～14:30 15:00～16:50 



②男子団体（８月２２日）  

ブロック毎に計量（３０分）・練習時間（１時間３０分／日）を割り振る。 

計 量 会 場 須賀川市文化センター小ホール 

練 習 会 場 須賀川市立西袋中学校体育館 

利 用 可 能 者 翌日試合者 

ブロック別計量・練習時間 

ブロック   項目 受  付 計  量 練  習 

四国・九州 8：30～ 9：00 9：00～ 9：30 10：00～11：30 

中国・近畿 10：00～10：30 10：30～11：00 11：30～13：00 

関東・東海 11：30～12：00 12：00～12：30 13：00～14：30 

北海道・東北・北信越 13：00～13：30 13：30～14：00 14：30～16：00 

 

③女子個人（８月２３日）、男子個人（８月２４日） 

ブロック毎に計量（３０分）・練習時間（１時間３０分／日）を割り振る。 

計 量 会 場 須賀川市文化センター小ホール 

練 習 会 場 須賀川市立西袋中学校体育館 

利 用 可 能 者 翌日試合者 

ブロック別計量・練習時間 

ブロック   項目 受付 仮計量 計  量 練  習 

四国・九州 8：00～ 9：30 8：30～ 9：00 9：00～ 9：30 10：00～11：30 

中国・近畿 9：30～11：00 10：00～10：30 10：30～11：00 11：30～13：00 

関東・東海 11：00～12：30 11：30～12：00 12：00～12：30 13：00～14：30 

北海道・東北・北信越 12：30～14：00 13：00～13：30 13：30～14：00 14：30～16：00 

※各ブロックの練習後、会場の消毒を実施する 

 

（６）当日試合者のアップ会場の分散化 

①当日試合者で以下の出場校・出場者の試合開始前のアップ場所を試合会場である「須賀川アリー

ナ」とする（それ以外は、須賀川アリーナ２階サブアリーナ）。 

当日練習会場 区分 該当校及び該当者 

須賀川アリーナ 

女子団体戦 第１～３試合出場校 

男子団体戦 第１、２試合出場校 

個人戦 第１～５試合出場者 

２階サブアリーナ 団体戦・個人戦 終日 

 

（７）見学者について 

・事前申請による受付のみとし、当日受付は行わない。また、見学できるのは１名につき大会期間

中１日のみとする。なお、事前申請があっても、「健康チェックシート２」【様式２５】の提出が

ない（記載不備含）者の入場は許可しない。 

 


