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⾃宅出発までに □検温（37.5度以上ある場合は来場を自粛）

（現地集合の場合） （学校集合の場合）

□マスクを着用 □顧問に検温の結果を報告

□密集を避けて移動 ＜バス乗車時＞

□顧問に検温結果報告 □マスクを着用

□窓を開けて、風通しを良くする

□座席の間隔をあける

□検温の実施

□マスク着用

□手指消毒

＜選手＞

□ダッグアウト内での、適切な距離の確保

□各自ペットボトル等を準備。飲料は飲みまわしをしない

□適宜、うがいや手洗い、手指消毒を行う

□試合開始、終了の整列時は隣との間隔を通常より広めにとる

□接触（ハイタッチ、握手など）を控える

□ミーティング等、円陣を組む際には密集とならないよう配慮する

□出場していない選手は熱中症対策を十分に講じてマスクを着用する

□ダッグアウトのドアは閉めず、開放しておく

＜スタンドの控え部員＞

□マスクの着用

□間隔をあける

□拍手での応援が基本

□密集する行為やハイタッチなど接触行為の禁止

＜補助生徒＞

□マスクの着用

□放送室・記録室の窓や、入り口の扉を開放し、風通しをよくしておく

□試合ごとのマイクカバーの交換

□ボールボーイは適宜手洗い、手指消毒

□マスク着用 □取材対象者は取材時、マスクを着用

□ダッグアウトの清掃 大会役員の誘導により定められた動線にしたがい

□手洗い、手指消毒 取材対応、取材者との距離をとる

（直帰の場合） （学校集合へ帰着の場合）

□マスクを着用 □マスクを着用

□密集を避けて移動 □窓を開けて、風通しを良くする

□座席の間隔をあける

２週間前～
試合前日まで

試
合
当
日

球場到着まで

球場への入場

試合中

試合後

帰路

選手・補助生徒

□検温と記録

□行動歴の記録

新型コロナウィルス感染症対策ガイドライン

・37.5℃以上の者、体調不良者（発熱、咳、咽頭痛など）の入場はさせない

・原則として試合出場中の選手以外はマスクを着用する。

・手洗い、手指消毒をこまめに行う

・咳エチケット(マスク未着用時、咳やくしゃみの際、袖口で鼻口を覆う)を守る

・昼食等、飲食の際に必要な消毒剤などは、各自、各チームで準備する

大会実施の原則

部活動が通常通り行われている
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⾃宅出発までに

２週間前～
試合前日まで

試
合
当
日

球場到着まで

球場への入場

試合中

試合後

帰路

新型コロナウィルス感染症対策ガイドライン

・37.5℃以上の者、体調不良者（発熱、咳、咽頭痛など）の入場はさせない

・原則として試合出場中の選手以外はマスクを着用する。

・手洗い、手指消毒をこまめに行う

・咳エチケット(マスク未着用時、咳やくしゃみの際、袖口で鼻口を覆う)を守る

・昼食等、飲食の際に必要な消毒剤などは、各自、各チームで準備する

大会実施の原則

部活動が通常通り行われている

試合校顧問

□検温と記録

□行動歴の記録

□自宅での検温（37.5度以上ある場合は来場を自粛）

□すべての部員の検温記録の記載と健康観察

・検温記録を球場本部役員に提出

・発熱者や体調不良者の対応(保護者への連絡等）

□マスク着用

□検温（大会役員により、正面入口で）

□マスク着用・手指消毒

□スタンドに入場する控え部員の検温

□応援責任者は当日の学校応援者名簿（様式あり）

を入場前に大会本部へ提出する。

□ダッグアウト内では

・選手同士の間隔、ミーティング時の間隔に配慮

□マスク着用

□マスク着用の上、ダッグアウト内の消毒

・ベンチ、手すり、ドアノブ、バットケース

ヘルメット置き場など

□マスク着用
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⾃宅出発までに

２週間前～
試合前日まで

試
合
当
日

球場到着まで

球場への入場

試合中

試合後

帰路

新型コロナウィルス感染症対策ガイドライン

・37.5℃以上の者、体調不良者（発熱、咳、咽頭痛など）の入場はさせない

・原則として試合出場中の選手以外はマスクを着用する。

・手洗い、手指消毒をこまめに行う

・咳エチケット(マスク未着用時、咳やくしゃみの際、袖口で鼻口を覆う)を守る

・昼食等、飲食の際に必要な消毒剤などは、各自、各チームで準備する

大会実施の原則

部活動が通常通り行われている

大会役員
（自校の試合がない顧問）

□検温と記録

□行動歴の記録

□検温（37.5度以上ある場合は来場を自粛する）

□検温

□マスク着用

□手指消毒

□選手、試合校顧問などの検温

□消毒液等の設置(ダッグアウト、スタンド入口、正面入口)

□マスク着用

□マスク着用

□各室等の消毒

本部、放送、記録、報道、審判、救護、トイレなど

□マスク着用
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⾃宅出発までに

２週間前～
試合前日まで

試
合
当
日

球場到着まで

球場への入場

試合中

試合後

帰路

新型コロナウィルス感染症対策ガイドライン

・37.5℃以上の者、体調不良者（発熱、咳、咽頭痛など）の入場はさせない

・原則として試合出場中の選手以外はマスクを着用する。

・手洗い、手指消毒をこまめに行う

・咳エチケット(マスク未着用時、咳やくしゃみの際、袖口で鼻口を覆う)を守る

・昼食等、飲食の際に必要な消毒剤などは、各自、各チームで準備する

大会実施の原則

部活動が通常通り行われている

審判委員

□検温と記録

□行動歴の記録

□検温（37.5度以上ある場合は来場を自粛する）

□検温（正面入口）

□マスク着用

□審判委員室での座席の間隔確保
□手指消毒

□用具点検時はディスポ手袋を着用する。

□試合中、塁審もマスク着用

□球審

・マスク着用

・５回のグラウンド整備時に手指消毒

・選手交代の申告時、距離をおき、対面にならないように配慮

□審判委員室ではマスクを着用し、密集しないよう配慮する

□審判委員室は常時換気する

□試合終了の整列の際、両チームに握手はさせない

□手洗い、手指消毒を行う

□マスクを着用(後ミーティング時も）

□マスク着用
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⾃宅出発までに

２週間前～
試合前日まで

試
合
当
日

球場到着まで

球場への入場

試合中

試合後

帰路

新型コロナウィルス感染症対策ガイドライン

・37.5℃以上の者、体調不良者（発熱、咳、咽頭痛など）の入場はさせない

・原則として試合出場中の選手以外はマスクを着用する。

・手洗い、手指消毒をこまめに行う

・咳エチケット(マスク未着用時、咳やくしゃみの際、袖口で鼻口を覆う)を守る

・昼食等、飲食の際に必要な消毒剤などは、各自、各チームで準備する

大会実施の原則

部活動が通常通り行われている

報道

□検温（37.5度以上ある場合は来場を自粛する）

□検温（正面入口）

□マスク着用・手指消毒・記者席は常時換気

□マスク着用

□スタンドにいる控え部員や保護者への取材は行わない

□取材は指定された場所で、各社３名まで

□取材者(マスク着用)と取材対象者(マスク着用)の間隔に配慮

□取材については別紙による

□マスク着用

□緊急事態宣言発令地域から取材に入られる記者等については、
直近10日以内のPCR検査等における陰性証明を提示いただく
ことがあります。
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⾃宅出発までに

２週間前～
試合前日まで

試
合
当
日

球場到着まで

球場への入場

試合中

試合後

帰路

新型コロナウィルス感染症対策ガイドライン

・37.5℃以上の者、体調不良者（発熱、咳、咽頭痛など）の入場はさせない

・原則として試合出場中の選手以外はマスクを着用する。

・手洗い、手指消毒をこまめに行う

・咳エチケット(マスク未着用時、咳やくしゃみの際、袖口で鼻口を覆う)を守る

・昼食等、飲食の際に必要な消毒剤などは、各自、各チームで準備する

大会実施の原則

部活動が通常通り行われている

保護者等観戦者

□検温（37.5度以上ある場合は来場を自粛する）

□「入場者連絡先」の記入

・小中高生ならびに試合校保護者は、学校名も記入する。

□応援責任者は試合ごとに主催者に対して、学校応援者名簿

（様式あり）に氏名・体温等を記入し試合当日の入場前に提出する。

□入退場は連盟役員の指示に従い、観戦は指定された場所で

自校の試合のみとする。途中入場は応援責任者の指示に従う。

□「入場者連絡先」の提出（未記入の者は、記入後提出）

□検温（入場時）

□マスク着用

□手指消毒

□間隔をあけての着席

□マスクを着用

□大声での声援を避ける

□メガホンは使用しない

□拍手での応援が基本

□身体的な接触はしない（特に得点時など）

□飲酒はしない。食事マナーの徹底。

□マスク着用

□マスク着用

以下該当者についてはご来場を遠慮いただく旨、告知する。
(１) 過去１週間以内から来場時までに①から③のいずれかを含む体調不良者。
① 強い倦怠感
② 喉、咽頭痛、息苦しさ等
③ 味覚・嗅覚異常などの異変がある

(２) ＰＣＲ検査陽性歴があり、次の①から④のいずれかに該当する方
① 有症状者では、発症日から 10 日未満、なおかつ、症状軽快後 72 時間以内
② 症状軽快後 24 時間経過から 24 時間以上の間隔を空け２回のＰＣＲ検査で
陰性を確認できていない

③ 無症状病原体保有者では、陰性確認から 10 日未満
④ 検体採取日から６日間経過後、24 時間以上の間隔をあけ２回のＰＣＲ検査
陰性を確認できていない

(３) 濃厚接触者として自宅待機中の方
(４) 家族が濃厚接触者として自宅療養中の方
(５) 家族に上記(１)の体調不良者がある方
(６) 海外から帰国（日本に入国）して 14 日以内の方

来場者は、校長が健康・氏名・連絡先を管理できる野球部員（3年生含む）、野球部員（同）ならび
に指導者の家族(有料で、部員１名につき ４名以内)、教職員のみ。ブラスバンド、チアリーダー、応援
リーダーなど一般生徒は、来場できない。


