
令和３年度 栃木県中学校駅伝競走大会
大会参加にあたっての申し合わせ事項
新型コロナウイルス感染拡大防止対策

栃木県中学校体育連盟の「栃木県中学校体育連盟 新型コロナウィルス感染拡大予防ガイドライ
ン」並びに（公財）日本陸上競技連盟の「陸上競技活動再開のガイダンス」「ロードレース再開につ
いてのガイダンス」を遵守するともに以下の感染症対策についてご理解・ご協力ください。

１．大会に関わる全ての方の遵守事項

（１） 感染者，濃厚接触者，感染疑いのある者については参加することができない。

（２） 大会前２週間の体調チェックを行い，当日の受付で提出すること。受付の際，来場
者全員に検温を行うが，当日の検温で37.5℃以上の場合や，感染拡大の恐れのある際
には参加及び来場を認めない。

（３） マスクの着用（運動時以外）。

（４） 手洗い・手指の消毒を行うこと。

（５） ソーシャルディスタンスを確保すること。

（６） 集団での活動，発声，応援及び近距離での会話を避けること。

（７） ＣＯＣＯＡに登録すること。

（８） 競技会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は，栃木県中
体連陸上競技専門部に報告すること。

２．来場制限および入場方法について

（１） 本大会は感染予防・感染拡大防止の観点から，来場者を制限します。競技役員及び
大会関係者以外で入場できるのは以下の方のみとする。また，感染状況により，来場
制限を変更する場合もある。

（２） 来場制限実施方法

ア）大会役員・競技役員
① 来場者体調記録表【別紙３】を栃木県中体連陸上競技専門部に提出する。
② 来場者体調記録表【別紙３】と引換えにＡＤカードを配付する。

イ）補助員
① 来場前２週間の体調の記録を体調記録表【別紙１】に行う。
② 顧問は，体調記録表【別紙１】の内容を，学校同行者体調記録表【別紙２】
に記録して栃木県中体連陸上競技専門部に提出する。

③ 学校同行者体調記録表【別紙２】と引換えにＡＤカードを配付する。

ウ）本大会にエントリーした選手・監督（１名）・引率者（２名以内，学校関係者）
① 本大会にエントリーした選手とする（女子チーム８名，男子チーム９名）。
② １チームに対し監督は１名，引率者２名以内とする。なお，監督は，参加
校学校の職員または，参加学校長から正式な手続きにより引率を依頼された
部活動指導員とする。

③ 来場前２週間の体調の記録を体調記録表【別紙１】に行う。
④ 監督・引率者は，体調記録表【別紙１】の内容を，学校同行者体調記録表
【別紙２】に記録して栃木県中体連陸上競技専門部に提出する。

⑤ 学校同行者体調記録表【別紙２】と引換えにＡＤカードを配付する。
⑥ 原則として申込書に書かれた方全員で受付すること。

エ）競技観戦者（保護者）
② 本大会にエントリーした選手１名に対して１名（未就学児除く）とする。
③ 来場時に観戦保護者受付で氏名，人数等の確認をする。
④ 来場者体調記録表【別紙３】と引換えにＡＤカードを配付する。
⑤ 「観戦保護者来場のきまり」を参照すること。

カ）大会関係業者
① 来場者体調記録表【別紙３】を栃木県中体連陸上競技専門部に提出する。
② 来場者体調記録表【別紙３】と引換えにＡＤカードを配付する。



３．必ずお持ちください（来場者共通）

（１） マスク… ウォーミングアップや競技中以外は着用すること。

（２） 体温計… 健康観察用に，各チームまたは個人で持参すること。

（３） 手指消毒液… 学校ベンチに常備し，手指消毒の励行をすること。

（４） 個人用シート… ストレッチ等で直接地面に接触しないようにするために使用する
こと。

（５） 常備用タオル… こまめに手洗い及び洗顔時に使用すること。他人との共用は避け
ること。

（６） ゴミ袋… 本大会はゴミ箱を設置しません。ゴミの持ち帰り用として準備するこ
と。

（７） 別紙１：体調記録表

（８） 別紙２：学校同行者体調記録表
監督・引率者・選手から提出された体調記録表【別紙１】の内容を記録

して，栃木県中体連陸上競技専門部に提出する。

（９） 別紙３：来場者体調記録表
大会役員・競技役員・補助員・競技観戦者・大会関係業者は提出する。

４．受付について

（１） 大会役員・競技役員
ア）時 間 ８時００分～
イ）場 所 ＴＩＣ（プール前広場）
ウ）提出書類 来場者体調記録表【別紙３】
エ）配 付 物 ＡＤカード

（２） 補助員
ア）日 時 ８時００分
イ）場 所 ＴＩＣ（プール前広場）
ウ）提出書類 学校同行者体調記録表【別紙２】
エ）配 付 物 ＡＤカード
オ）備 考 受付をする際には，代表者が受付を行ってください。

（３） 監督・引率者・選手
ア）日 時 女子： ８時００分～ ８時４５分

男子： ９時４５分～１０時３０分
イ）場 所 学校受付（正面駐車場 公園入口付近）
ウ）提出書類 学校同行者体調記録表【別紙２】
エ）配 付 物 ＡＤカード
オ）備 考 ① 会場到着時には，必ず，最初に学校受付を済ませること。

② 地区別，男女別に受付ブースを設置する。
③ 受付エリアでの滞留を防ぐため，受付時間前の来場はしないこ
と。また，受付では係員の指示に従うこと。

④ 受付をする際には，代表者が受付を行ってください。
⑤ 男女チームが参加し，両チームの監督を兼ねている際には引率
代表者がその旨を受付に伝えること。

⑥ 男女で出場するチームについては，女子の受付時間に合わせて
来場してもよい。ただし，練習会場やコースでの練習は男子の時
間に限る。

⑦ 次の場合，大会に参加することができなくなる。
１） 提出いただけない場合。
２） 記載事項に不備がある場合
３） 学校同行者体調記録表【別紙２】の項目に１つでも該当

する項目がある場合。



（４） 競技観戦者（保護者）
ア）日 時 女子： ９時３０分～１１時００分

男子：１２時００分～１３時３０分
イ）場 所 観戦保護者受付（正面駐車場 公園入口付近）
ウ）提出書類 来場者体調記録表【別紙３】
エ）配 付 物 ＡＤカード
オ）備 考 ① 本大会にエントリーした選手１名に対して１名（未就学児除く）

とする。
② 保護者来場及び観戦申請書【別紙５】を，事前に参加校から提
出すること。事前申請された保護者のみが来場及び観戦が可能と
なる。

③ 地区別に受付ブースを設置する。
④ 受付エリアでの滞留を防ぐため，受付時間前の来場はしないこ
と。また，受付では係員の指示に従うこと。

⑤ 次の場合，大会を観戦することができなくなる。
１） 提出いただけない場合。
２） 記載事項に不備がある場合。
３） 来場者体調記録表【別紙３】の項目に１つでも該当する

項目がある場合。
４） 本大会実行委員会が示す感染症対策を遵守せず，競技役

員の指示にも従わない場合。

（５） 大会関係業者
ア）場 所 ＴＩＣ（プール前広場）
イ）提出書類 来場者体調記録表【別紙３】
ウ）配 付 物 ＡＤカード

５．正式オーダーの提出について

（１） 日 時 １１月５日（金） １７時３０分まで

（２） 方 法 大田原中（福﨑悠平宛）にＦＡＸ送信する（添書不要）。
ＦＡＸ：０２８７－２３－３１６２

（３） 提出書類 保管しておいた申込用紙に区間を記入し，校長職印を押印したもの。

（４） 備 考 区間を記入しＦＡＸ送信した申込用紙（校長職印が押印された原本）を，
学校受付時に提出すること。

６．記録の発表について

記録の掲示は行わない。公式記録についてはアナウンスで発表後，Ｗｅｂに掲載する。
Ｗｅｂ速報ホームページ【 】

７．表彰（上位８位・区間賞）について

ＴＩＣ（プール前広場）にて実施する。詳細については「表彰式要項」を参照すること。

８．監督会議について

（１） 日 時 １０月２９日（金） １４時００分～

（２） 場 所 那須塩原市ハロープラザ

（３） 備 考 専門委員１名は必ず出席すること。

９．開会式・閉会式について

新型コロナウイルス感染拡大防止対策として実施しない。競技終了後は，速やかに帰宅す
ること。



１０．テント・シートについて

（１） 学校ベンチ設置可能エリアとして，プール内を利用すること。樹木にロープ等を巻

くことは禁止する。

（２） 学校ベンチ可能エリア（プール内）への入場は，ＡＤカードの提示が必要となる。

１１．応援について

（１） 飛沫感染防止の観点から，声を出しての指示や声援，応援等は禁止する。

（２） 監督には，招集所付近にコーチングエリアを設定する。引率者はコーチングエリア

に入場することはできない。会場図を参照すること。

（３） 応援禁止エリア以外の場所で，ソーシャルディスタンスを確保して観戦すること。（Ａ

Ｄを所持していない人は立ち止まっての観戦はできない。ＡＤを所持していない場合

は，走路員が注意をする場合がある。）

１２．ウォーミングアップについて

（１） 大会当日のコース練習は，次の通りとする。

女子： ９時３０分～１０時３０分 男子：女子のレース終了後～１３時００分

女子のレースが終了後にコース開放のアナウンスを入れるので，アナウンスを確認

してから練習すること。

（２） 学校受付（正面駐車場 公園入口付近）を済ませてからウォーミングアップを行う

こと。コース上の練習では，安全確保のため，ジョギング程度のスピードに留めるこ

と。

（３） コース練習可能時間以降のウォーミングアップについては練習会場を利用すること。

練習会場利用時間は次の通りとする。

女子： ８時４５分～１２時００分 男子：１１時１５分～１５時００分

（４） 練習会場で活動できるのはＡＤを所持している選手のみとする。練習会場への入場

は，ＡＤカードの提示が必要となる。

１３．招集所及びコースへの入場（「競技注意事項」参照）

（１） 招集所に入場できるのは競技者のみとする。招集時間内に招集所に入り，招集を完

了すること。

（２） コースを横断する際には，係員の指示に従うこと。

１４．ゴミについて（持ち帰りの徹底）

本大会はゴミ箱の設置をしない。必ずゴミ袋を用意していただき，ゴミは全て持ち帰ること。

なお，近隣の店舗等に絶対に捨てないこと。

１５．お帰りの際に

（１） 手指消毒の励行として，バスに乗る際など，お帰りの際も手指消毒をお願いします。

（２） 忘れ物は，大会当日のみ県中体連陸上競技専門部で保管し，翌日には破棄する。



１６．駐車場について

（１） 正面駐車場：選手輸送バス，監督・引率者自家用車，保護者，競技役員

（選手輸送バス・保護者には駐車券を発行する。）

（２） 南 駐 車 場：大会役員，視察員，都県陸上競技専門部員

（南駐車場の利用は駐車券が必要となる。）

（３） 東 駐 車 場：競技役員

（東駐車場の利用は駐車券が必要となる。）

（４） 東駐車場脇インターロッキング：競技役員

（東駐車場脇インターロッキングの利用は駐車券が必要となる。）

（５） 路上駐車，枠外駐車は禁止とする。

１７．その他

（１） 大会運営に係る各種配付書類を必ず確認すること。

栃木県中体連陸上競技専門部ホームページ

【 https://tochigirunner.wixsite.com/tochigirunner 】

（２） 競技終了後，メディアからのインタビューをさせて頂く場合がある。お受けできな

い場合は事前に栃木県中体連陸上競技専門部まで連絡すること。

１８．ご注意いただきたいこと

（１） 定期的に，トイレを含む競技会場内で除菌・消毒作業を行う。（アレルギーをお持ち

の方は，ご自身で注意すること。）

（２） アナウンスに注意すること。また，会場にスタッフを配置し，除菌・消毒作業やソ

ーシャルディスタンスの確保の連絡するので，連絡や指示に従って行動すること。

１９．大会前のコース試走について

「試走のお願い」を参照すること。

２０．大会参加の可否判断について

（１） 栃木県中学校体育連盟の「栃木県中学校体育連盟 新型コロナウィルス感染拡大予

防ガイドライン」並びに（公財）日本陸上競技連盟の「陸上競技活動再開のガイダン

ス」「ロードレース再開についてのガイダンス」を遵守すること。

（２） 大会期間中，選手や引率者等に風邪の症状（発熱，咳，鼻 水，咽頭痛，頭痛等や

倦怠感，味覚，嗅覚の異常など，新型コロナウイルス感染症が疑われる症状がある場

合，そのチームの大会参加を認めず，棄権とする。

（３） 来場直前に，監督・引率者が濃厚接触者と認定され参加できなくなった場合，同校

教職員が引率すること。


