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第 30 回全国社会人躰道優勝大会 

新型コロナウイルス感染防止対策基本方針 

 

第 30 回全国社会人躰道大会を開催にあたり、大会実行員会では下記の新型コロナウイルス対策を講じま

す。選手の皆様並びに会場に入られるすべての方に大会要項の内容とともに本基本方針をご理解の上、

遵守、ご協力いただけますようお願いいたします。大会要項に記載のコロナウイルス感染対策はこの基

本方針に変更されます。 

本基本方針を遵守いただけない場合は、他の参加者の安全を確保する等の観点から、大会への参加を取

り消し、途中退場を求めることがあります。 

なお、今後の感染状況や様々な情報を元に、基本方針を変更する場合がありますので、最新の情報は日本

躰道協会ホームページをご確認ください。 

 

大会終了後 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日本躰道協会へ速やかに報告

ください。特に大会終了後 2 日以内に発熱がある場合はすぐにご連絡ください。大会中にクラスタ

ー発生した可能性がありますので、緊急に対応が必要になります。 

 

選手感染対策（大会要項の記載と異なる点は太字） 

日時 内容 

大会２週間前

9/6～ 

2 週間前から体温チェックし、平熱を超える発熱がないことを毎日確かめる

こと。 

対外稽古禁止 

大会 7～3 日前 

9/13～9/17 

PCR 検査実施と検査結果の入手 

※PCR 検査の実施は早めに行うようにしてください。結果入手までに数日

かかることがありますのでご注意ください。 

（報告先：19 日の Google フォームに記載） 

大会前日 

9/19 19 時まで 

参加者全員が各自の検査結果を報告 

（Googleフォーム入力 URL  https://forms.gle/XwbZA58uajpyCRpn9） 

※報告が済んでいない方は大会当日入場をお断りいたします。 

大会当日 9/20 出場種目の開始時間 15 分前までに入館し 3F 第二武道場にお集まりくださ

い。 

・参加者が大会当日および 2 週間前の間に下記に該当する方は入館をご辞

退ください。（Googleフォームの内容） 

  ・体調がよくない場合（例：発熱・咳・咽頭痛・倦怠感・息苦しさ・ 

体が重いと感じる・疲れやすいなどの症状がある場合） 

  ・臭覚や味覚に異常のある方 

  ・同居家族や身近な知人に感染が疑われている方がいる場合 

https://forms.gle/XwbZA58uajpyCRpn9
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  ・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 

る国、地域等への渡航または該当在住者との濃厚接触がある場合 

・60 歳以上の方、基礎疾患のある方 

（ただし、新型コロナワクチン接種記録書提示の上、PCR検査陰性で 

あれば入場可能） 

厚生労働省 基礎疾患基準 

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/pdf/0034_1.pdf 

・飛び込み入館は不可 

入館時 武道館入り口前にて下記のチェックを行います。 

・体温チェック：平熱を超えないこと（非接触体温計で測定） 

・当日体調確認：体調がよくないこと（発熱、咳、咽頭通、倦怠感、息苦し

さ、体が重いなど感じる、疲れやすいなどの症状があるか） 

・手指先消毒 

・マスク着用（館内常時マスク着用のこと・予備マスクも用意ください。） 

・極力、選手は道着着用で入館のこと（更衣室限定のため） 

・靴袋を持参すること 

車で入場の場合 ・午前 11 時まで駐車場入り口前にて駐車予約券をお渡しいたします。 

 なお駐車予約券は割引券でなく、一般の時間駐車料金がかかります。 

役員を駐車場入口に配置していませんので、駐車場入場の前に連絡して

ください。（連絡先：実行委員長携帯 090-7842-6657） 

東京武道館周辺の道路は駐車禁止となっておりますのでご注意ください。 

・午前 11 時以降に車で入館の方は一般で駐車ください。 

・駐車場に自動車を駐車後、1F の武道館入り口にて健康チェックを受けて

ください。 

更衣室 一般更衣室使用禁止 

男性更衣室として 1F 第一武道場（畳）中 2 階の研修室 

女性更衣室として 3F 第二武道場（板の間）中 2 階の研修室 

※密にならないように各自選手で順番待ちをすること 

※マスクを外して着替えるため、私語厳禁のこと 

競技控え 1F 第一武道場（畳）と 3F 第二武道場（板の間）の人数制限（50 名）があ

ります。 

競技は１F第一武道場（畳）に 2 コートのみで実施し、その時間の種目の競

技者以外の選手は、１F第一武道場への出入りを禁止いたします。 

3F 第二武道場（板の間）は選手の待機場となり、各種目競技開始前までに

選手はお集まりください。選手入替時間になりましたら係員の誘導で移動

をお願いします。 

第一武道場（畳）と第二武道場（板の間）内への自由な行き来は禁止（トイ

レへの出入りは可） 

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/pdf/0034_1.pdf
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試合待機中 選手控えや試合観戦時は密を避けるため各自 2m（１畳）間隔を開けること。 

応援は声援禁止、拍手で行うこと 

観客席の禁止座席には着座しないこと 

競技中 常時マスク着用のこと 

（個人実戦予選 1分、三決決勝 1分半、団体実戦全試合 1分） 

気合の発声で大声はしないこと（審判は発声の評価は行いません。） 

礼法での発声は行わないこと 

選手係が、大声でない声量で選手呼び出しを行います。試合の呼び出しの際

に次試合の選手を読み上げ、次試合の選手は赤白のサイドに待機ください。 

対戦後の握手は行わないこと 

試合終了時に手指先消毒実施のこと 

赤帯をお持ちの方はご持参いただき、個人使用してください。 

赤帯の使いまわしを避けてください。 

赤帯をお持ちでない方のため、使い捨て赤テープを用意しています。胴部に

着用ください。 

昼食・飲食 第一武道場（畳）・第二武道場（板の間）の道場内は飲食禁止 

武道館の廊下や売店前での飲食禁止 

 

昼食や飲食は 1F 第一武道場（畳）の中二階研修室（和室）と正面附室・3F

第二武道場（板の場）の中二階研修室（和室）ですること 

※ 昼食中は黙食でお願いします。 

※ 午後出場の選手の昼食は極力東京武道館外で済ませて入館ください。 

 

飲食等でマスクを外した際の会話は厳禁とします。 

 

密にならないように各自間隔を開けること 

熱中症予防のため、こまめな水分補給に努めること 

 

退館 出場種目が終了し、その後出場種目のない選手は、すみやかに退館くださ

い。 

その他 ・面ピット、胴プロテクターは個人持ちとし、共有を避けること 

・マスクの種類は指定なし。マスクなしでフェイスシールドのみの使用は

禁止。 

・予備のマスクをお持ちください。適宜交換や、実戦で破れる恐れあり 

・トイレ利用時、こまめな手洗い、うがい等の際に使用するタオルはご自身

でご用意ください。 

・ワクチン接種者も、変異株の観点から PCR 検査は実施願います。 

・大会中に発熱や体調を崩した場合、速やかに役員に申し出てください。 
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・大会後２週間以内に新型コロナウイルス感染の疑いのある症状が出まし

たら速やかに日本躰道協会に申し出てください。 

特に大会終了後 2日以内に発熱がある場合はすぐにご連絡ください。 

選手の持ち物： 

靴袋 

予備マスク 

赤帯（個人使用） 

トイレ用タオル 

 

下記は上記表の詳しい内容になります。 

 ■2週間前対応 

・来場者（選手・役員・審判）の大会 2 週間前 9 月 6 日（月）から体温チェックを行ってくだ

さい。 

 ・選手は大会 2 週間前より躰道の対外稽古を禁止します。 

・出場選手全員が大会 7～3日前までの期間に最低 1回 PCR検査を実施し、大会前日の Google

フォームで結果を報告する。（費用は自己負担で事前に検査機関予約や検査キットを入手し

てください。） 

 ・入場者全員（審判・役員）も PCR 検査を実施してください。 

 ・大会前日 19 日に Google フォームにて健康状態を報告してください。 

   （Google フォーム入力 URL  https://forms.gle/XwbZA58uajpyCRpn9） 

 

〇PCR 検査キットについて 

現時点で比較的安く販売しているネット通販業者のご案内 

【スタジアム】 

https://www.pcr-kit.net/ 

新型コロナウイルス PCR 検査 唾液採取用検査キット（税込み）  

5 個セット  10,725 円 １個あたり 2,145 円 

10 個セット 20,790 円 １個あたり 2,079 円 

20 個セット 40,040 円 １個あたり 2.002 円 

【Yahoo!ショッピング内検索「PCR 検査キット オススメ」】 

https://shopping.yahoo.co.jp/ranking/keyword/?p=pcr%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E3%82%A

D%E3%83%83%E3%83%88+%E3%82%AA%E3%82%B9%E3%82%B9%E3%83%A1 

上記と同じ PCR 検査キットで Yahoo!ショッピングで１個販売や２個セットなどもあります。 

 

 ■入館時対応 

 ・上記の 2 週間前対応を遵守した者のみ入館を許可いたします。 

・出場種目の開始時間 15分前までに入館し 3F 第二武道場にお集まりください。 

 各競技開始時間はタイムスケジュールをご確認ください。 

https://forms.gle/XwbZA58uajpyCRpn9
https://www.pcr-kit.net/
https://shopping.yahoo.co.jp/ranking/keyword/?p=pcr%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%88+%E3%82%AA%E3%82%B9%E3%82%B9%E3%83%A1
https://shopping.yahoo.co.jp/ranking/keyword/?p=pcr%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%88+%E3%82%AA%E3%82%B9%E3%82%B9%E3%83%A1
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・入館可能人数には制限があり、入館は選手並びに審判数、役員のみとさせていただき、無観客

での大会実施といたします。（観戦はWebでのライブ映像発信します。） 

・入館時健康チェックいたします。密を避け、係員の指示に従って入館ください。 

・飛び込み入館は不可とします。 

・入館時に来場者リストの照合、体温チェックをいたします。また、手指先のアルコール消毒を

実施してください。 

・参加者が大会当日および 2週間前の間に下記に該当する方は入館をご辞退ください。 

（Google フォームの内容） 

        ・体調がよくない場合（例：発熱、咳、咽頭痛、倦怠感、息苦しさ、体が重いと感じ

る、疲れやすいなどの症状がある場合） 

    ・臭覚や味覚に異常のある方 

    ・同居家族や身近な知人に感染が疑われている方がいる場合 

   ・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る国、地域等へ

の渡航または該当在住者との濃厚接触がある場合 

・60 歳以上の方、基礎疾患のある方 

（ただし、新型コロナワクチン接種記録書提示の上、PCR 検査陰性であれば入場可能） 

 

・基本道着着用で入退館をお願いいたします。 

東京武道館側の規定で一般の更衣室は使用できなく、第一武道場（畳）の中二階研修室（男

子）、第二武道場の中二階研修室（女子）を更衣室として使用ください。入室する選手は更衣

室の密を避けるようにしてください。着替中にマスクを外した状態での私語は厳禁。 

・選手、審判、役員全員入館中はマスクを常時着用ください。 

・車での入場の場合 

駐車場入り口前にて駐車予約券をお渡しいたします。 

なお駐車予約券は割引券ではありませんので、一般の時間駐車料金がかかります。 

役員を駐車場入口に配置していませんので、駐車場入場の前に連絡してください。 

（連絡先：実行委員長携帯 090-7842-6657） 

東京武道館周辺の道路は駐車禁止となっておりますのでご注意ください。 

午前 11時以降に車で入館の方は一般で駐車ください。 

駐車場に車を駐車後、1Fの武道館入口にて健康チェックを受けてください。 

 

■会場対応 

・１階第一武道場（畳）と 3階第二武道場（板の間）それぞれに 50名の人数制限があり、出場

選手ならびに待機選手の居場所が決まっています。競技の進行で出場選手の誘導を役員が行

いますので、それに従うようにしてください。試合観戦や応援のために居場所の移動は控え

てください。 
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・選手控えならびに試合観戦時は密状態を避けるため、２m（一畳）の間隔を取るようにしてく

ださい。（観客席等は禁止場所を避けて間隔を空けて着席願います。） 

・応援は声援を禁止し、拍手のみで行ってください。 

 

■競技進行 

・例年行われている開会式は簡易的なものにいたします。 

・閉会式は行わず、競技ごと予選から決勝まで実施し、コート内でメダル授与行います。賞状は

後日郵送いたします。 

・最高師範杯ならびに三賞は大会ホームページにて発表し、賞状とトロフィーは後日郵送いた

します。 

・全競技中も常にマスク着用といたします。 

競技中もマスク着用のため実戦競技時間を短縮いたします。 

個人実戦予選 1 分・3決決勝 1 分 30 秒（予選での延長戦は行いません。） 

団体実戦すべて 1分 

・各コートの結果は、競技終了後すみやかに会場内にアナウンスを行います。 

・会場内での試合結果の掲示は三蜜を避けるために行いません。ネット内でご確認ください。 

 

■競技中 

・選手の競技中も常にマスクを着用してください。 

・競技中、マスクがズレたり外れたりした際は、ご自身で直すこと。マスク直しが軽微であれば

減点の対象といたしませんが、頻度や所作によっては減点の対象といたします。マスクが外れ

ない工夫を行ってください。 

・すべての競技において、気合の発声で大きな声を控えてください。 

（審判員は気合についての評価は行いません。） 

・コートごとに手指先の消毒液を設置します。試合終了ごとにご使用ください。 

・選手係は、試合の選手呼び出しを大声でない声で行います。その際、次試合の選手も読み上げ

ますので、次試合の選手は赤白に分かれて準備ください。（選手係が選手に個別案内すること

は極力避けるようにします。） 

・礼法で発声しないようにしてください。 

・対戦後の握手は行わないようにしてください。 

・赤帯の使いまわしを避けるため、自分専用の赤帯を使用するか、使い捨てできる赤テープを着

用ください。 

・各競技終了後、コート係がコートの消毒を行います。 

 

■審判対応 

・審判は常時マスク着用いたします。 

・試合のホイッスルは電子ホイッスルを使用します。 

・電子ホイッスルや判定の旗は個人使用とし、審判同士の共有はしないようにします。 
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■退館 

・競技終了後、出場種目のない選手は、速やかに退館をお願いいたします。 

 

■館内の昼食・飲食 

・第一武道場（畳）・第二武道場（板の間）の道場内は飲食禁止 

武道館の廊下や売店前での飲食も禁止 

 

・昼食や飲食は 1F第一武道場（畳）の中二階研修室（和室）と正面附室・3F 第二武道場（板の

場）の中二階研修室（和室）ですること 

※昼食中は黙食でお願いします。 

※選手の昼食は極力東京武道館外で済ませて入館ください。 

※密にならないように各自間隔を開けること 

※飲食等でマスクを外した際の会話は厳禁とします。 

・館内エアコンが入っていますが、競技もマスク着用で熱中症のおそれがあり、こまめな水分補

給を各自行ってください。 

 

■その他 

・実戦時の面ピット、胴プロテクターは個人持ちとし、共有を避けてくだい。 

・マスクの種類は指定を行いません。マスクの代替としてフェイスシールド使用は禁止します。 

・マスクは必要に応じて適宜交換し、実戦で破れる恐れがあるため予備を持参してください。 

・ワクチン接種者であっても、変異株の観点から PCR 検査は実施していただきます。 

・大会中に発熱や体調を崩した場合、速やかに役員に申し出てください。 

・大会後２週間以内に新型コロナウイルス感染の疑いのある症状がでましたら速やかに日本躰

道協会にご連絡ください。 

 

 ■個人情報の取り扱い 

・Google Form への回答など提供いただく個人情報（氏名、連絡先、体調など）は、データー漏

えい、紛失等の内容に厳重に管理を行います。 

・当該個人情報は、本大会の来場者の健康状態把握と来場可否判断、コロナウイルス感染予防対

策にかかる目的にのみ利用し、個人情報保護法の認められた場合を除き、本人の同意を得ずに

第三者に提供は致しません。（大会会場にて感染者または疑いのあるものが出た場合、必要な範

囲で保健所等に提供することがあります。） 

・取得した個人情報は大会後 1 か月間保管し、保管期間を過ぎた情報は適切に破棄いたします。 
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問い合わせ先 

  NPO 法人日本躰道協会 

〒164-0011 東京都中野区中央５－３８－１３エスエス 10 A702    

TEL 03-5342-2322     FAX 03-5342-2321 

e-mail: office@taido.gr.jp 

 

大会実行委員長 石川欣一 

携帯：090-7842-6657 

e-mail：kinichi_ishikawa@yahoo.co.jp 

 

以上       大会実行委員長 石川欣一 
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