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U12小田原支部開催ミニバスケットボール大会における 

新型コロナウイルス感染予防対策について 
 

2023年 3月 9日 U12小田原支部 

 

U12 小田原支部が開催する大会は、政府関係機関及び日本スポーツ庁のガイドラインを基に作成された、『＊

JBA バスケットボール事業・活動実施ガイドライン（手引き）』及び、一般社団法人神奈川県バスケットボール協会

U12 部会が作成した、「事業・活動実施における新型コロナウイルス感染予防ガイドライン」を参考とし、次のとお

り対策を講じ、参加するチームをはじめ大会に携わる全ての方々の協力のもと開催することとする。 

  

 参考資料 

◆『＊JBA バスケットボール事業・活動実施ガイドライン（手引き）』 

第 4版 2021年 9月 9日 

第4版では、感染力が強いウイルスがまん延している現状を踏まえ、感染対策を再度徹底すること、競

技会・講習会の主催者は参加者に感染対策を徹底する意識を持つこと、PCR 検査の効果やリスク、ワ

クチン接種、COVID-19 罹患後のスポーツ復帰についての記載を追加しています。 

第 5版 2022年 5月 12日 

第 5 版では、濃厚接触者隔離期間の変更に伴う大会参加基準、現状の変異株の状況に応じた復帰フ

ロー等について修正を行っています。 

◆神奈川県U12部会「事業・活動実施における新型コロナウイルス感染予防ガイドライン」 

第 3版 2022年 3月 28日 

第 4版 2022年 6月 13日 

 

１．大会への参加 

(１) 以下に該当する場合は大会会場への入場を認めません。 

① 試合当日は出発前に自宅にて体温の測定ならびに症状の有無を確認し、体調が良くない場合（例：発熱・咳・

咽頭痛などの症状がある場合）は参加を認めません。 

② 同居人や身近な人に感染が疑われる方がいる場合は参加を認めません。 

③ 過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等へ渡航又は当該在

住者との濃厚接触がある場合は参加を認めません。 

④ ワクチン接種の副反応による発熱でも参加不可とします。 

(２) 各チームの参加者は、各会場の利用制限に基づき、感染リスク抑制の観点から次のとおり人数制限を行う。 

選手、ベンチスタッフについて 

【公共・小学校会場共通】 

・要項通り 

保護者役員、観客等について 

【公共体育館】 

・人数に関しては特に制限を設けませんが、各チーム、必要最低人数での参加体制の対応をお願いします。 

※公共体育館によって制限がまだある体育館もあります。ご協力の程、よろしくお願いします。 

各チーム、観客として入場される方についても本ガイドラインに沿った対応（健康チェックシート 

（大会当日の直近２週間の健康チェック）、U12小田原支部に利用者名簿の提出。 
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・各公共体育館の観戦場所について、フロア内、自チームベンチの向かい側にて立見での観戦。 

【小学校会場】 

・人数（観客）については、各小学校会場の利用制限に従い、対応をお願いします。  

 

２．大会参加者がするべきこと（選手・チーム役員・大会役員等全てに適用） 

(１) 【Ａ個人管理健康チェックシート】作成（必須） 

大会参加者（選手・チーム役員・大会役員等）は、大会当日の直近２週間の健康チェック（検温及び下記（４）

項の健康チェックリストの内容）を行い、チェックシートを作成して下さい。日々確認して記入お願い致します。

提出は不要です。 

（※ 参考までに小田原バスケットボール協会作成の【Ａ個人管理健康チェックシート】は、小田原バスケットボ

ール協会のホームページにアップされています。ファイル Excel 形式を編集してご利用下さい。 チームで別

途様式の異なる健康チェックリストを作成されている場合、チェック内容が同じ内容であれば、その様式で問

題ありません） 

チーム代表者が、大会期間及び大会終了後３ヶ月間保管し、大会（他の利用者も含め）に関連して感染者発

生生時に、保健所や行政からの提出依頼に即応できるようにします。 

(２) 「利用者名簿」作成（必須）及びその取り扱いについて 

U12 小田原支部発行発行の「U12 小田原支部発行 体育館利用者名簿運用について」の最新版にしたがっ

て対応する。 

(３) 健康チェックリストの内容 

① 氏名・年齢・住所・連絡先 （個人情報の取り扱いに特に注意） 

② 当日の体温 

③ 大会前 2週間に於ける以下の事項の有無 

□ 平熱を超える発熱 

□ 咳、のどの痛みなど風邪の症状 

□ だるさ（倦怠感）、息苦しさ 

□ 嗅覚や味覚の異常 

□ 身体が重く感じる、疲れやすい等 

□ 新型コロナウイルス感染予防感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無 

□ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる 

□ 過去 14日位内に政府から入国制限、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、又は当

該在住者との濃厚接触がある 

④ 大会期間中における可能な限りの行動記録をとってください。 

 

３．会場での感染予防対策 

(１) 会場内各所において、三つの密を徹底的に回避するように努めてください。 

① 密閉・密集・密接の場面が発生しないように工夫してください。 

利用施設ついては、不審者侵入防止対応を除く開閉可能な窓やドアの開放と、換気扇、送風機など利用可能

な範囲で、積極的に換気してください。 

② 人と人との間隔は出来るだけあけてください。（フィジカルディスタンス目安 2ｍ） 

(２) マスクの着用については個人の判断でお願いします。 

(３) 各自「小分けしたアルコールスプレー」を準備し、手洗い（30秒以上）とともに手指消毒を励行してください。 

http://odawara-bsk.com/wp/wp-content/uploads/2020/10/【Ａ個人管理用】-健康チェックリスト小田原協会用.xlsx
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※「小分けしたアルコールスプレー」は入館者全員が準備してください。 

※ 入退館時、試合中、試合後及びトイレ・手洗い場等の共有施設を使用した際、並びに手すり・ドアノブ等の共

有箇所に触れた際は、各自手指消毒を徹底してください。 

 (４) チーム・観戦者の入館について、各公共体育館に関しては基本入替え無し、但し、状況によっては入替えを行

う事もあります。その場合は下記の通りとする。 

◆各公共体育館 

チームの総入れ替えをするための大会役員を配置します。別途指示がない限り、対戦チーム及び TO チ

ームに関しましては、試合開始時間の４０分前に合わせて受付し、大会役員の「入館ＯＫ」の指示で入館して

ください。 

観戦者に関しましては試合開始時間の１５分前、大会役員の「入館ＯＫ」の指示で入館してください。 

◆小学校会場 

各小学校会場の利用制限に従い、対応をお願いします。 

 (５) 荷物置場について 

◆各公共体育館 

 ① 各公共施設の観客席を一部利用可能としていますので、荷物置場と更衣場所として利用ください。 

 ② 利用した観客席は、各チームで利用後の消毒を必ず実施してください。 

◆小学校会場 

各小学校会場の利用制限に従い、対応をお願いします。 

 (６) 更衣について 

◆各公共体育館 

施設の更衣室、シャワー室の利用は密を避けるための利用人数に制限がありますので、選手の利用は原則

使用禁止とします。 

選手の更衣については、基本的には観客席としますが、プール用タオルの利用、チーム送迎車内の利用など

各チームでの対応をお願いいたします。 

◆小学校会場 

各小学校会場の利用制限に従い、対応をお願いします。 

(７) ベンチ・ＴＯの消毒 

 ① チーム役員は、試合終了後、速やかに各チームが使用したベンチ（椅子）を消毒し、ＴＯのないチームは速やか

に退館してください。 

  ② ＴＯを行ったチームのチーム役員は、ＴＯ席の机、椅子、ＴＯ器具（デジタイマー、ショットクロック、ファール表

示、アロー）を消毒するとともに、得点版、モップの取手部分等の消毒を行って下さい。 

 (８) 館内利用箇所の消毒について 

トイレの便座、流しのノブやハンドル、手洗い場の水道蛇口、階段手すり、照明ＳＷ、ドアの取手などについて

は、小学校体育館では、会場使用チーム役員が協力して対応をお願いします。 

※ 別紙 1「大会会場の消毒箇所と消毒者の分担調整表」を参照ください。 

(９) チームの管理 

  ①入退館時に事務所前でのチームで整列しての挨拶はしない（密な状態を避ける） 

② 大きな声を出す機会（指示、応援、声援等）を最小限にしてください。 

③ 握手、ハイタッチ等の身体接触は避けてください。 

④ 館内ではコート以外でのミーティングは行わないでください。 
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⑤ 施設利用前後のミーティング等は、密接、密集を防ぐ為、屋外で他の人の通行を妨げない広いスペースで行うよ

うにご協力ください。施設の入口（ピロティ含む）付近で密にならないよう、格段の配慮をお願いいたします。特に

密な円陣は施設内外で組まないように、人と人の距離を保ってください。 

⑥ 館内での飲食は各会場の利用制限に従い、対応をお願いします。 

⑦ 選手、チーム役員の試合会場への来場は、自チームの試合、ＴＯの時間に合わせて入館し、終了後すみやかに

退館するようにしてください。 

※ 試合間の時間は、チーム入れ替え時の消毒及びアップのために充分な時間を確保しています。指定され

た入館目安時間に合わせて行動してください。 

⑧ 外履き入れは、各自で準備下さい。体育館のスリッパなどは使用禁止とします。 

※ 例年準備している「下足袋」は準備しませんのでご協力お願いいたします。 

⑨ エレベーターは使用せず、階段を利用してください。 

⑩ 飲物・物品の共用禁止（再徹底です） 

試合･大会時において、水筒、タオル、アイシング氷の使用など個人で用いるものを区別して取り扱うことを

推奨します。(個人用のカゴを作るなどの工夫で、別々に取り扱う等) 

  (10) 熱中症対策 

マスクを着用されている方は熱中症の予防対策として、アップ及び試合中はマスクを外してください。 

(11) ゴミの廃棄 

① 会場でのごみは必ず各自でお持ち帰りください。特に唾液、鼻水などが付着したものは手袋等を着用してビ

ニール袋に入れ密封して処理してください。 

② 飲み残しのドリンク、氷などを洗面所、トイレ、排水溝などに流さないこと。 

③ 特に、大会役員・指導者は飲料水等を各自で用意し、必ず持ち帰るようにしてください。 

(12) その他 

① 所属の学校や教育委員会から特段の指示があった場合は、その指示に従ってください。 

② 本感染予防対策とは別に、各使用会場（公共施設）から提示されたルール・規準も遵守するようにお願いい

たします。同一項目で両者の規準が異なった場合は、厳しい方を適用します。 

③ 施設管理者から利用者の氏名・連絡先等の提出を求められる場合があるので、各チームの代表者は利用者

情報をすぐに提供できる体制を整えてください。 

   ④ 試合後に体調不良になった場合は、速やかに大会安全管理責任者に連絡してください。 

◆ 大会安全管理責任者 U12小田原支部理事長 奧津 稔  
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別紙 1 【参 考】 大会会場の消毒箇所と消毒者の分担調整表 

参考    支部準備消毒資材：消毒液 300ml 程度スプレーボトル １０ヶ ペーパータオル 最低１０束 ゴミ袋 １０枚  使い捨て手袋 ２箱 

  消毒（作業）のタイミング 大井町総合体育館 西湘スポーツセンター 南足柄市体育センター 小田原アリーナ 小学校体育館 

非接触体温計(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ) 当日の体温計測を忘れた人の計測用 

入館前の検温 

大会役員（予備４済） 大会役員（予備４済） 大会役員（予備４済） 大会役員（予備４済） 支部(要求により貸出可) 

入退館時の手指消毒 入退館時 利用者(個人持ち） 利用者(個人持ち） 利用者(個人持ち） 利用者(個人持ち） 利用者(個人持ち） 

利用中の手指消毒 試合・TO時の随時消毒用 利用者(個人持ち） 利用者(個人持ち） 利用者(個人持ち） 利用者(個人持ち） 利用者(個人持ち） 

トイレ・手洗い場消毒 

コートに近接した箇所のみ 

＊補助としてチーム役員は 

 女子トイレのご協力 

入館時：コート設営が終了したら消毒 

退館時：コート撤収が終了したら消毒 

ﾄﾞｱﾉﾌﾞ、便器、水洗ﾊﾝﾄﾞﾙ、 

手洗い場水道蛇口 

入・退館時大会役員 

 

＊補助チーム役員 

入・退館時大会役員 

 

＊補助チーム役員 

入・退館時大会役員 

 

＊補助チーム役員 

入・退館時大会役員 

 

＊補助チーム役員 

チーム役員 

消毒資材準備 施設に常設のものではありません 

大会役員が大会時会場に準備します 

支部 

大会役員 

支部 

大会役員 

支部 

大会役員 

支部 

大会役員 

各チーム 

石鹸準備 トイレ利用時に３０秒手洗い 館側に常設 館側に常設 館側に常設 館側に常設 小学校 

役員室などのドア取手 入館時：ドアを開放にするとき 

退館時：ドアを閉めるとき 

大会役員 大会役員 大会役員 大会役員 チーム役員 

窓の開閉時の取手 入館時：最初に開けるとき 

退館時：撤収後に閉じるとき 

大会役員／チーム役員 大会役員／チーム役員 大会役員／チーム役員 館側で利用状況により昼間

時に北側搬入口を開放して

換気を実施します 

＊他の窓無し 

チーム役員 

＊強風雨の時の相談 強風雨の時は、施設管理者に相談 可能な範囲で 可能な範囲で 可能な範囲で - 

＊暗幕は最小限の利用 換気と熱中症対策を優先します 可能な範囲で 可能な範囲で 可能な範囲で - 

階段／通路の手すり 入館時：準備入館するとき 

退館時：最終退館するとき 

大会役員   入館ルート検討 チーム役員 

照明 SWの消毒 入館時：準備入館するとき 

退館時：最終退館するとき 

大会役員 大会役員 大会役員 大会役員 チーム役員 

自販機 SWの消毒 入館時：準備入館するとき 

退館時：最終退館するとき 

大会役員 大会役員 大会役員 大会役員 - 

ｺﾞｰﾙと道具の消毒 設営時：設営で触れた部分 

撤収時：撤収で触れた部分 

指導者 指導者 指導者 指導者 チーム役員 

ベンチ  設営前後の時：手指消毒して作業 

試合間/撤収時：椅子を消毒 

設営時：試合するチーム 

試合したチーム役員 

設営時：試合するチーム 

試合したチーム役員 

設営時：試合するチーム 

試合したチーム役員 

設営時：試合するチーム 

試合したチーム役員 
試合したチーム 

TO器具．TO席 

 

設営前後の時：手指消毒して作業 

該当試合後/撤収の時：椅子を消毒 

設営時：ＴＯするチーム 

ＴＯしたチーム役員 

設営時：ＴＯするチーム 

ＴＯしたチーム役員 

設営時：ＴＯするチーム 

ＴＯしたチーム役員 

設営時：ＴＯするチーム 

ＴＯしたチーム役員 
ＴＯチーム役員 

得点板 

試合前後のめくりや椅子 

設営時/撤収時：手指消毒して作業 

試合前後の時に手指消毒して作業 

消毒なし  

対面表示器利用の場合 

ＴＯチーム役員 

利用者（個人） 

ＴＯチーム役員 

利用者（個人） 

ＴＯチーム役員 

利用者（個人） 
TOチーム役員 

モップ取手の消毒 設営時/試合間/撤収時：モップ取手消

毒 

ＴＯチーム役員 ＴＯチーム役員 ＴＯチーム役員 ＴＯチーム役員 TOチーム役員 

机と台車の消毒 設営時/撤収時：触れる部分の消毒 大会役員 大会役員 大会役員 大会役員 - 

ラックの消毒 設営時/撤収時：触れる部分の消毒 最終試合撤収チーム役員 最終試合撤収チーム役員 最終試合撤収チーム役員 最終試合撤収チーム役員 - 

シート取扱い時の手指消毒 設営時/撤収時：手指消毒して作業 大会役員／チーム役員 大会役員／チーム役員 大会役員／チーム役員 大会役員／チーム役員 チーム役員 

観客席（物置使用場所） 利用範囲を退館時実施する 利用後チーム役員 利用後チーム役員 利用後チーム役員 利用後チーム役員 チーム役員 


