
　　　　①活動中の基本的な感染防止対策を講じること（手洗いや手指消毒など）

　　　　②屋内競技においては、窓を開放して大型扇風機等を活用するなど換気に留意して活動すること

　　　　③活動中の不必要な大声や接触を避けること

　　　　④部室等の利用は、短時間として一斉に利用することは避けるとともに、着替え等の際にマスクを外す時間は、できる限り短くするよう努めること

　　　　⑤活動前後の更衣室や食事場所、移動用車両等を利用する際に換気を徹底するとともに、マスク着用を含めた感染対策を講じること

　（２）交流活動・各種大会における共通留意事項

　　　　①屋内競技においては、換気に留意して活動すること（窓を開放して大型扇風機等を活用するなど）　県外交流は、可能な限り空調設備が整っている会場を利用すること

　　　　②活動前後の更衣室や食事場所、移動用車両等を利用する際に換気を徹底するとともに、マスク着用を含めた感染対策を講じること

　　　　③昼食時の黙食など、休憩時においても感染防止対策を講じること

　　　　④交流活動における感染防止対策について、相手校と相互に確認すること

　　　　⑤中央競技団体等が策定した感染防止に関するガイドラインを参照し、活動中の感染防止対策を講じること

　　　　⑥各種大会等の前に感染者等が発生した場合は、「新型コロナウイルス感染症発生時の大会参加ガイドライン（オミクロン株）　Revise-2.0」に基づき適切に対応すること

　

　　　　　　　　　　　日常の運動部活動と交流活動・各種大会における具体的な感染防止対策   　　     令和4年8月30日改訂

１　マスク着用の考え方（令和4年5月20日付け厚生労働省事務連絡を参考）

　（１）マスク着用の必要がない場合

　　　  次の場合は、下記「２」に示す共通配慮事項に留意した上で、マスク着用の必要はないこととする。

　　　　・屋外で活動する場面で、身体的距離が確保できる場合（表中①）

　　　　・屋外で活動する場面で、身体的距離が確保できない場合、かつ、会話をほとんど行わない場合（表中②）

　　　　・屋内で活動する場面で、身体的距離が確保できる場合、かつ、会話をほとんど行わない場合（表中③）

　（２）マスク着用は必要最小限とする場合

　　　　次の場合は、下記「２」に示す共通配慮事項に留意した上で、マスク着用は必要最小限とする。

　　　　・上記「表中①」から「表中③」以外の場合（屋内で活動する場面で、身体的距離が確保できる場面で、かつ、会話を行う場合など）（表中④）

２　共通配慮事項（例）
　（１）日常の部活動における共通留意事項

山梨県教育庁保健体育課学校体育担当 ０５５－２２３－１７８３

下線部は、改訂した部分を表す

　　　　　※本感染防止対策は、感染状況等に応じて見直すことがあります。



日常の部活動
マスク着用が不要と考えられる

練習の観点
・十分な身体的距離が確保されているか

・競技中の指示等は必要最小限になっているか
・密集・密接になる時間が縮減されているか

試合時間等
の工夫

休憩中（ピリオド間）
などの換気等の対策

ベンチ（控え選手）の対策 観客席（応援）の対策 大会運営の工夫 控え室の対策 選手の導線確保 その他の留意事項

1 体操

・ウォーミングアップ等を複数人で行う場合は、十分な
身体的距離を確保する。
・器具を使用した練習では人と人との距離を１ｍ以上
離し、声出しや握手等は控える。
・１つの器具に部員が密集しないよう工夫する。
・水分補給などの休憩時は、屋外に出るなど密集・密
接にならないよう注意する。　など

・迅速な採点により、競技時間
の短縮を図る。

・演技に支障がない範囲で、室内の
扉等を開放する。

・選手席は設けない。
・試技を待つ時は、１ｍ以上離れる。

・マネージャー等は常にマスクを着用
し、選手と距離をおく。
・必要最小限の範囲で選手のサポート
をする。

・参加者全員（選手、顧問、コー
チ、審判員、運営スタッフ）に検
温用紙の提出する。
・競技以外は、マスクの着用を
徹底する。

・利用施設のガイドラインに則
る。

・出入口に消毒の準備する。
・試合前後に選手が密にならな
いようアナウンスし、導線を確保
する。

・競技終了後は、器具消毒を徹底する。

2 陸上競技

・ジョギングなど複数人でウォーミングアップ等を行う
ときは、十分な身体的距離を確保する。
・長距離において、スタートに時差をつけたり複数の
コースを設定したりして、密集・密接を回避する。
・短距離走において、複数人で練習する場合は、十
分な身体的距離を確保する。
・投擲において、複数人で練習する場合は、十分な身
体的距離を確保する。　など

・選手が密にならないようにする
ために、可能な限り競技時間の
設定を工夫する。

・更衣室の使用人数を遵守する。更
衣のみに限定し、係員を常駐させて
換気を徹底するとともに、密を作らせ
ないよう指導を徹底する。

・フィールド競技の待ち時間については、平常
よりもスペースを取るため、間隔を空け椅子
等を配置する。

・学校ベンチに多数の人が集まらないよ
う、常時係員が巡回指導を行う。
・マスクの着用と十分な身体的距離の
確保を徹底し、大声で応援させない。

・フィールド種目は、招集所を通
過し現地招集で行う。
・トラック種目は、１組ごとに集合
時間を変え、密を避ける工夫を
する。
・手指消毒は、競技前後にこま
めに行う。

・跳躍選手の控え場所となる雨
天走路では、シャッターや窓を全
て開放し、常に換気を行う。

・トラック競技のゴール後につい
ては、第１曲走路から、バックス
タンド前を通り、１００ｍ後方より
競技場の外に出る。

・参加校は、消毒液を持参しこまめに消毒を行う。
・投擲競技は、投擲前後に手指消毒をおこない、１投擲ごとに器具も
消毒を行う。

3 相撲

・ウォーミングアップ等を複数人で行う場合は、十分な
身体的距離を確保する。
・階級別にするなど人数を制限する。
・組み合う場面では、時間を制限する。
・立ち合いなど密接する練習は、サンドバッグなどを
使用する。　など

・本来なら団体・個人共に予選
リーグと決勝リーグを行うが、決
勝リーグもしくはトーナメントで行
う。

・常に換気を行う。 ・溜り席の間を広めに設定し、十分な身体的
距離を確保する。
・溜り席では、マスクを着用し大きな声は出さ
ない。
・使用後は消毒をする。

・手指消毒はこまめに行う。 ・十分な身体的距離を確保し、マ
スクを着用する。
・使用後は消毒するとともに、換
気を行う。

・出入り口を指定し、それぞれの
場所に手指消毒液を設置する。

・溜り席など共有する物は、こまめに消毒を行う。

4 バスケットボール

・ウォーミングアップ等を複数人で行う場合は、十分な
身体的距離を確保する。
・シュート練習など密接になる場合は、人数を制限す
る。
・試合形式などの練習については、コートの人を入れ
替えながら短時間で行う。　　など

・試合間の設定時間を長くしたう
えで、消毒や換気を十分に行う
とともに、チームの入れ替えを順
次行う。

・水分補給は飲み回し等を禁止する。
・マスクを着用し、十分な身体的距離
を確保する。

・マスクを着用し、十分な身体的距離を確保
する。
・タオルの共用やペットボトル等の飲み回しを
禁止する。

・マスクの着用し、十分な身体的距離を
確保する。
・大声での応援を禁止する。また、会話
も控える。

・1コートには該当チームのみが
入る。
・試合終了後、ベンチや用具の
消毒を行う。

・着替えのみに使用し、常に換
気をするとともに、使用後は消
毒を行う。

・ハーフタイムのアップは禁止す
る。
・試合会場の出入り口を指定し、
チームの入れ替えを行う。

・選手、マネージャー、補助員は、参加承諾書・健康チェックシート
を、指導者、競技役員、報道関係者、大会関係者においては、健康
チェックシートを提出する。
・保護者は人数制限を行った上で観戦を可能とし、観戦する保護者
は検温及び誓約書の提出をしてから入場する。

5 サッカー

・ウォーミングアップ等を複数人で行う場合は、十分な
身体的距離を確保する。
・個人練習を中心に行う。
・セットプレーにおいては、時間や回数を縮減する。
・２対２や３対３などの対人練習は、時間を縮減する。
・コンビネーションの確認練習は、コーンなどを使用し
て行う。　など

・ハーフタイム等、水分補給の際は飲
み回し等を行わないようにする。

・ベンチの選手は、マスクを着用し十分な身
体的距離を確保する。
・大きな声の応援は禁止する。

・自チームのベンチの反対側で、マスク
を着用して応援する。
・ベンチメンバーと導線を別にする。

・登録メンバー等は、試合開始1
時間３０分前になった時点で、会
場入りすることができる。

・各校控えテント等を用意し、密
集・密接にならないようにする。
・試合終了後は速やかに退出す
る。

・大会役員、選手、関係者（保護
者）の出入り口を指定し、それぞ
れの場所に手指消毒液を設置
する。

・選手は、参加承諾書付き健康チェックシートを、指導者は、健康
チェックシートを提出する。関係者（保護者）は３年生の保護者のみ
とし、チェックシートを提出する。

6 バレーボール

・ウォーミングアップ等を複数人で行う場合は、十分な
身体的距離を確保する。
・レシーブやスパイクの練習において、同じポジション
の選手を複数のグループに分け、人数を制限したう
えで練習する。
・試合形式の練習においては、２０ｰ２０や２４-２４な
どの場面を設定し短時間で行う。
・サーブ練習など密接になる場合は、人数を制限す
る。　　など

・各セットどちらかのチームが13
点取得時に、換気及び給水のた
めのタイムアウトを１分間設定す
る。

・セット間には換気とともに、各チーム
で持参した消毒剤を用いて手指消
毒、ベンチ消毒を行う。

・ベンチの間隔をあけ、密接にならないように
する。
・ベンチメンバーはマスクを着用し、大きな声
は出さない。

・常にマスクを着用し、大きな声で応援
しない。

・入場人数制限を行い、競技者
以外は常にマスクを着用する。
・試合時以外は入場させない。
・セット間にコート消毒、試合終
了後には審判器具の消毒を行
う。

・着替えのみの使用とし、待機場
所としての使用はしない。
・密集・密接にならないようにす
るため、人数が多い場合は、制
限をかける。

・密集・密接にならないよう、試
合終了チームが退場してから、
次のチームが入場する。
・体育館出入口及びフロア出入
り口に手指消毒液を設置する。

・施設内のドアノブ等、不特定多数が触る場所はこまめに消毒をす
る。
・開会式、閉会式は行わない。

7 ソフトテニス

・ウォーミングアップ等を複数人で行う場合は、十分な
身体的距離を確保する。
・コート内で同時に練習する人数を１面６人以内にす
る。　など

・スムーズな試合進行を促すこと
により、時間短縮を図る。

・１試合毎に、審判台・ベンチを消毒
する。

・試合中の選手以外はマスクを着用する。
・団体戦において、２つのベンチを離し、監督
は各自で椅子を用意し、控え選手は座席一
つ分空けて座る。

・応援はマスクを着用する。
・声を出しての応援は禁止とし、拍手の
みとする。

・敗者審判後は、可能な限り速
やかに帰宅する。
・開会式は、感染状況を踏まえ
放送のみとする。
・閉会式は行わず、表彰式のみ
実施する。

・受付場所・試合会場各所に、
消毒液の配置する。

・入場時の体温チェック・消毒を
徹底する。
・「参加者名簿」などの書類を一
括受付にし、密集な状態を避け
る。
・飲食方法・ごみ処理等を細かく
指示、指導する。

・参加者全員に、２週間前からの健康チェックを課す。
・トスはネットを挟んで１ｍの距離をとって行う。
・団体戦において、円陣を組むことを禁止する。
・試合後の握手は行わない。

8 卓球

・ウォーミングアップ等を複数人で行う場合は、十分な
身体的距離を確保する。
・試合形式練習においては、６ｰ６や１０-１０などの場
面を設定し短時間で行う。
・ダブルスについては、短時間でコンビネーションを確
認する練習を繰り返し行う。　など

・原則として閉鎖された空間で行う競
技であるが、プレーに支障がない範
囲での窓の開放を行う。

・試合に出場する選手以外のベンチメンバー
は必ずマスクを着用する。
・声を出しての応援を禁止し、拍手のみとす
る。

・観覧席で席を１つ以上空け、密集・密
接にならないようにする。
・マスクを着用し、拍手のみの応援とす
る。

・シード選手については、会場入
場時刻を遅らせる。
・試合が終了した選手はすぐに
帰宅させる。

・出入口を指定し、手指消毒液
を設置する。

・試合前の相手ラケットの確認時には、相手のラケットを手に取るこ
とはせず、目視のみとする。
・試合後の握手は行わない。

9 水泳

・ウォーミングアップ等を複数人で行う場合は、十分な
身体的距離を確保する。
・水中での密集を防ぐため、練習内容の説明は陸上
にいる際に行う。
・同レーンを使用する人数を均等に割り振り、練習す
る。　など

・ウォーミングアップ時間を2グ
ループに分ける。

・更衣室の使用人数を遵守する。更
衣のみに限定し、係員を常駐させて
換気を徹底するとともに、密を作らせ
ないよう指導を徹底する。

・応援席は立ち入り禁止とする。 ・応援席は立ち入り禁止とする。 ・手洗い場にガイドラインを掲示
するとともに、ハンドソープを設
置する。
・レース間の間隔をあけて、プー
ル内に選手が増えないようにす
る。

・控え室は、制限された人数内
で各校に割り振る。
控え室で賄いきれない場合は、
外の広場を使用する。

・各出入口をふさがないようにす
る。
・レース間の時間を確保し、プー
ルサイドダウンレーンに人が密
集しないようにする。

・健康チェック表を大会当日に受付へ提出する。
・開閉会式は行わない。

no 種　目

交　流　活　動　・　各　種　大　会

３　個別配慮事項（例）                  令和4年8月30日現在

　　　　　※本感染防止対策は、感染状況等に応じて見直すことがあります。



日常の部活動
マスク着用が不要と考えられる

練習の観点
・十分な身体的距離が確保されているか

・競技中の指示等は必要最小限になっているか
・密集・密接になる時間が縮減されているか

試合時間等
の工夫

休憩中（ピリオド間）
などの換気等の対策

ベンチ（控え選手）の対策 観客席（応援）の対策 大会運営の工夫 控え室の対策 選手の導線確保 その他の留意事項

10 登山

・十分な身体的距離を確保して活動する。
・混雑が予想される時期や山域への入山は避け、可
能な限り少人数のパーティで入山する。
・泊を伴う活動を行う場合は、当面１人１テントを厳守
し食事の際には調理器具の共用は避け、距離をとっ
た上での黙食を徹底する。　など

・泊を伴わない、日帰り登山とす
る。

・休憩時にはマスクを着用したうえ
で、一定の距離を確保する。
・雨天等で屋内を使用する場合は窓
を開放する。

・大会前2週間の健康観察を行
わせ、観察シートを提出させる。
・トイレ等施設を利用した場合
は、持参したアルコール消毒液
で手すりや水道の蛇口など消毒
を行う。

・山行中、顧問の指示で選手同
士、または一般の登山客の方と
一定の距離が保たれるような指
導を行う。

・山梨県庁HP「山梨の登山・山岳情報ポータル　登山者が徹底する
５つのルール」を遵守する。

11 ラグビー

・ウォーミングアップ等を複数人で行う場合は、十分な
身体的距離を確保する。
・スクラムなど動きの少ない練習においては、短時間
で行うとともに、可能な限り大きな声を出さないよう工
夫する。
・動きの激しいコンタクト練習は、密接・密集する時間
を縮減するため、時間の縮減や実施本数を工夫す
る。　など

・ハーフタイム中は、十分な身体的距
離を確保する。
・水分補給の際は、飲み回し等を行
わない。

・ベンチメンバーは、選手間隔を1メートル確
保し、密にならないようにする。
・ベンチではマスクを着用、し大きな声を出さ
ない。

・マスクを着用し、十分な身体的距離を
確保する。
・大きな声を出さずに観戦する。

・試合間を長くとり観戦者の入れ
替え時は、密にならないようにす
る。

・チーム（選手）控え場所は、スタ
ンドのエリアを決め、可能な限り
密接にならないようにする。
・終了後は消毒をする。

・大会役員、選手、関係者（保護
者）の出入り口を指定し、それぞ
れの場所に検温機、手指消毒液
を設置する。

12 ハンドボール

・ウォーミングアップ等を複数人で行う場合は、十分な
身体的距離を確保する。
・シュート練習など密接になる場合は、人数を制限す
る。
・試合形式などの練習については、コートの人を入れ
変えながら短時間で行う。　など

・試合間を10分間長く設定し、選
手・役員の入れ替えによる接触
と密を避ける。

・常に空調を稼働し、換気を行う。
・解放できる窓は常に開けて換気を
行う。
・タイムアウトの時間にドアを開放して
換気する。

・ベンチには間隔を空けて座り、密接を避け
る。
・ベンチではマスクを着用し、大きな声は出さ
ない。

・ベンチメンバー以外は、密接にならな
いようマスクを着用し、観戦する。
・大きな声は出さない。

・試合およびオフィシャル業務が
終了したチームは、速やかに退
場する。

・チームごとに使用時間を設定
し、他チームとの接触と密集を
避ける。
・常に換気を行い、利用時間終
了時には、手で触れる部分を消
毒する。

・入口と出口を指定し、それぞれ
の場所に手指消毒を配置する。
・試合前後の選手の導線を確保
する。
・観覧席や控室をチームごとに
区分けし、他チームとの接触を
避ける。

・試合球は適宜交換する。
・トイレにプッシュタイプのハンドソープを用意する。
・提出された健康チェックシートの内容が適切な者のみ、会場への入
場を許可する。
・競技特性を理解し、試合以外での他者との接触を避ける。
・濃厚接触者になりうることを自覚させて、意識の高い行動を促す。

13 ソフトボール

・ウォーミングアップ等を複数人で行う場合は、十分な
身体的距離を確保する。
・打撃練習において、練習個所を増やして行う。
・守備練習において、同じポジションの人数を制限し
て行う。　など

・２０分以上攻撃が続いた場合
は給水の時間を確保する。

・ベンチ前での集合は行わず、ベンチ
内でも身体的距離を確保する。

・ベンチを広めに設定し、選手間の身体的距
離を確保できるようにする。
・控えの選手はマスクを着用する。

・マスクを着用したうえで、大きな声での
応援は控える。

・ベンチに手指消毒液や道具の
消毒のためのスプレーを用意
し、試合中、試合後にベンチ内
の消毒を行う。

・マスクを着用したうえで、十分
な身体的距離を確保する。

・グラウンド入り口にテントを設
置し、検温と手指消毒を行う。

・共有道具は、試合中でも消毒をする。

14 新体操

・ウォーミングアップ等を複数人で行う場合は、十分な
身体的距離を確保する。
・個人練習においては、同時にフロアに入る人数を４
人までにする。
・団体練習においては、演技を分割して練習するので
はなく、試合形式の練習を行い練習時間を短縮す
る。　など

・全選手の１種目終了時点で換気を
行う。

・練習をすべて割り当て練習に
し、１度にフロアを使用する選手
を制限する。

・外部と接触を避ける場所を用
意する。
・使用後は、消毒をするととも
に、換気を行う。

・選手同士の接触を避けるため
入退場口を分ける。

・予備手具や音響設備など共有するものについて毎回消毒を行う。

15 バドミントン

・ウォーミングアップ等を複数人で行う場合は、十分な
身体的距離を確保する。
・コート内で同時に練習する人数を１面４人以内にす
る。
・試合形式練習においては、６ｰ６や１０-１０などの場
面を設定し短時間で行う。
・ダブルスについては、コンビネーションを確認する練
習を短時間で行う。　など

・本来なら21点2ゲーム先取だが
ベスト６４まで15点2ゲーム先取
に変更するなどの工夫を行う。

・定期的な換気を行う。
・ゲームのインターバル中に消毒を行
う。

・コーチングシートを１席にする。
・試合時以外はマスクの着用を徹底する。
・ベンチの入れ替わり時は、必ず消毒を行う。

・マスクを着用し、十分な身体的距離を
確保した状態で観戦しながら、審判等
の業務を待つ。

・団体戦では密集・密接にならな
いよう、男子・女子の集合時間を
変える。

・マスクを着用したうえで、十分
な身体的距離を確保して待機す
る。

・入口と出口を指定して、手指消
毒液を設置する。

・ドリンクホルダー・荷物置き用のかごなどは、個人で準備する。

16 柔道

・準備運動や受け身の練習などについては、十分な
身体的距離を確保する。
・乱取りなど対人練習においては、上位大会に合わ
せた最小限の時間にするなど、密接する時間を縮減
する。　など

・試合時間は、接触時間の軽減
を図るため、団体・個人ともに3
分とする。

・周囲の窓を開けたままで、室内エア
コンを使用する。
・一定時間ごとの畳の消毒を行う。

・試合前後は、マスクを着用する。 ・補欠を含めた選手とビデオ係の生徒
のみの入場可とする。

・試合会場に入場できる選手を
制限する。
・手指消毒等を徹底する。

・座席は1m以上を保てるように
配置する。
・マスクを着用し、大声を出さな
い。

・試合前後に出入り口が密集し
ないよう、配慮する。

・開会式及び閉会式を簡素化する。

17 剣道

・ウォーミングアップ等を複数人で行う場合は、十分な
身体的距離を確保する。
・剣道においては、試合だけでなく練習時についても
マスクとマウスシールドの着用を義務付けている。
など

・可能な限り試合時間を短縮す
る。

・競技中は常時会場のドアや観客席
のドアを開放する。
・試合後、待機席を消毒をする。

・選手・控え選手ともに試合以外は、マスクを
着用する。
・十分な身体的距離を確保し、発声での応援
はしない。

・マスクを着用し、十分な身体的距離を
確保したうえで、各校決められた席に着
席して応援する。
・発声での応援はしない。

・すべての参加者は、健康チェッ
ク表を提出し、入場時に検温と
手指消毒を行う。
・試合が終了したチームは、適
宜帰宅させる。

・更衣はできるだけ、自宅で行
う。（更衣室の密を避ける）

・選手の入場口と、大会関係者
の入場口を分ける。
・ウォーミングアップの時間を指
定し、導線を分ける。

・すべての参加者は参加承諾書と健康チェック表を提出する。審判
等も同じく。
・審判員は審判旗を共有することがないように、各自持参してもらう。

18 弓道

・ウォーミングアップ等を複数人で行う場合は、十分な
身体的距離を確保する。
・常にマスクを着用して活動し、行射時も着用を認め
る。
　
など

・大会の１日目は加盟校２５校を
午前・午後の入れ替え制、分散
開催により予選を実施する。

・射場内が密集しないよう配慮する。 ・マスクを着用しての行射を認め、射場入場
前までは全員マスクを着用させる。

・各校の応援人数を制限する。
・応援行為は皆中時の拍手のみとす
る。

・各チーム午前１回、午後２回の
行射のみとする。
・消毒液を各箇所に用意し、消
毒するよう呼びかける。
・矢取り、矢拭きも出場選手で行
うなど、最小限の人員で試合運
営を行う。

・事前登録者以外は会場への入
館ができなよう徹底管理して行
う。
・アリーナ２階観客席を控え室と
し、各校間隔をとりながら控え場
所を指定する。
・担当役員を配置し、密集しない
よう管理する。

・ガイドラインの配置図で示す通
り、選手の導線は入場、退場、
矢取りの３つのみとする。
・廊下、コンコースで滞留しない
よう役員を配置し、管理する。

・開会式、閉会式は実施については、感染状況等に応じて判断す
る。
・表彰式は対象の団体、個人のみで行う。２日目は昼食時間を設け
るが、勝ち上がった学校、個人のみとし、対象外の学校は退館させ
る。
・昼食場所はアリーナ２階観覧席とし、密集・密接にならないよう指
導する。

19 自転車

・ウォーミングアップ等を複数人で行う場合は、十分な
身体的距離を確保する。
・練習は、小さなグループでのトレーニングとする。
・練習会場が混雑している場合は、郊外でのロードト
レーニングを行う。　など

・待機中はマスクを着用させる。また、身体的
距離を充分確保して待機する。
・集団となっての応援や発声による応援は行
わない。

・待機中はマスクを着用させる。また、
身体的距離を充分確保して待機する。
・集団となっての応援や発声による応援
は行わない。

・競技の日程に余裕を持たせ、
各種目間の休憩時間を通常より
多く設定する。
・大会参加者の体調チェックを
し、マスクの着用、こまめな手洗
い、手指消毒を促す。

・屋外が待機場所になるため、
密にならないよう指導する。ま
た、複数の者が触れる箇所は、
定期的にアルコール消毒をす
る。

・出入り口をそれぞれ指定する。
・出入り口にアルコール消毒を
設置する。

・複数の選手参加での競技については、前走者の呼気の影響を避
けるよう、位置取りに注意すること。また、痰や唾を吐くことを極力し
ないことを指示する。

20 フェンシング

・ウォーミングアップ等を複数人で行う場合は、十分な
身体的距離を確保する。
・フェンシングマスクの下に専用のフェイスガードを装
着し活動する。　など

・参加人数の少ない種目につい
ては、通常の大会では予選リー
グにあたるプール戦で順位をつ
ける（トーナメントを行わず、競技
時間短縮をはかる）。

・体育館内の扉・窓は常時全開にし、
大型換気扇も常時稼働させる。

・通常ピスト両脇に設置する待機所を、ピスト
から離れたところに設置する。

・選手であるなし関わらず、試合に出場
しない時間はマスクの着用もしくは、口
元にタオルをまき、飛沫感染を防止す
る。

・大会前後の消毒、式典では間
隔をとる、観客の制限を行うなど
の対応をとる。
・競技時間に関しては、「試合時
間の工夫」で述べた通り対応す
る。

・控え室は用意せず、換気のよ
いアリーナ内に荷物置き場を兼
ねる待機所を用意する。

・入り口、受付には手指消毒液
を設置する。
・入り口は役員入り口と各校用
の入り口複数箇所を設ける。

・用具は原則共有しない。共有する場合は消毒を徹底する。

                 令和4年8月30日現在

no 種　目

交　流　活　動　・　各　種　大　会

　　　　　※本感染防止対策は、感染状況等に応じて見直すことがあります。



日常の部活動
マスク着用が不要と考えられる

練習の観点
・十分な身体的距離が確保されているか

・競技中の指示等は必要最小限になっているか
・密集・密接になる時間が縮減されているか

試合時間等
の工夫

休憩中（ピリオド間）
などの換気等の対策

ベンチ（控え選手）の対策 観客席（応援）の対策 大会運営の工夫 控え室の対策 選手の導線確保 その他の留意事項

21 ボクシング

・ウォーミングアップ等を複数人で行う場合は、十分な
身体的距離を確保する。
（屋外・屋内の練習を分けたうえで、）
・屋外のロードワークにおいては、スタートに時差をつ
けたり複数のコースを設定し、密集・密接を回避す
る。
・屋内で練習する場合は、十分な身体的距離を確保
する。　など

・インターバルのうがいを禁止して、
水分補給のみとする。

・マスク着用、声出し禁止を徹底する。
・タオルの共用やペットボトル等の飲み回しは
厳禁とする。

・マスク着用、声出し禁止を徹底する。
・タオルの共用やペットボトル等の飲み
回しは厳禁とする。

・会場への入場は、選手と、大会
運営に必要な人数のみとし、無
観客とする。

・入場者全員の検温と手指消毒
を行う。

・試合の使用用具は、使用後、毎回消毒を行う。
・開閉会式は、状況に応じて行わないこととして、必要に応じて表彰
式のみを行う。

22 ボート

・ウォーミングアップ等を複数人で行う場合は、十分な
身体的距離を確保する。
・種目に関わらず漕手は水上に出艇する直前までマ
スクを着用し、桟橋に着いたらマスクを外す。
・陸上トレーニングを行う場合においては、同一方向
を向いたトレーニングにする。　など

・各種目決勝のみを実施する。 ・管理棟・トイレなどについては、窓の
開放、密接を防ぐなどの対策をして、
マスクを必ず着用する。

・可能な限り艇庫内ではなく、屋外で、身体的
距離を確保してアップ等を行う。

・レース数を最小限にし、短時間
で終了できる競技を運営する。

・保健室では、換気やマスクの
着用などを徹底する。

・艇庫の各シャッター付近及び
管理棟に手指消毒液を設置す
る。

・道具については、各自で用具を管理し、使用後の消毒などを心が
ける。

23 テニス

・ウォーミングアップ等を複数人で行う場合は、十分な
身体的距離を確保する。
・コート内で同時に練習する人数を１面６人以内にす
る。
　
など

・試合終了後は、選手がベンチの消
毒を行う。

・マスクを必ず着用したうえで、十分な身体的
距離を確保する。
・応援時の声出しは禁止する。

・マスクを必ず着用したうえで、十分な身
体的距離を確保する。
・応援時の声出しは禁止する。

・生徒補助員は必要最小人数に
する。

・待機場所を学校毎に指定す
る。
・マスクを必ず着用する。
・窓を常に開放する。

・テニス場入り口・トイレ出入口
に手指消毒液を設置する。

・テニスラケット等の道具の貸し借りはしない。（どうしても必要がある
場合は消毒をさせる。）

24
ウエイトリ
フティング

・ウォーミングアップ等を複数人で行う場合は、十分な
身体的距離を確保する。
・シャフトは1人が1本限定で使用し、トレーニング中の
身体的距離を2m程度確保する。その際、大声での応
援や声かけは行わない。　など

・エントリー後、人数を調整し、１
グループの選手数、競技時間を
短縮する。

・窓を開け、換気扇を作動し、常時換
気を行う。
・各グループの競技終了後に競技会
場の器具、観客席、ウォーミングアッ
プ場の器具の整備・消毒を行う。

・選手に付き添うセコンドはマスクを着用し、
選手との距離を最低１ｍとる。
・選手の持ち物には触れない。
・大きな声での応援はせず、会話は最小限に
する。
・ウォーミングアップ場では、副顧問の先生が
器具の整備、密にならないよう指導する。

・マスクを着用したうえで、大きな声を出
しての応援はしない。
・選手セコンド以外の者は、選手控室で
待機する。
・控室は格技場、多目的ルーム等大き
な控室を用意し、大型モニターで試合を
観戦する。また、副顧問の先生を配置
し、指導に当たる。

・来賓、顧問、競技役員、高校
生、保護者等、事前に名簿を作
成する。
・当日は、受付を設置し来場者
及び人数の把握する。
・競技役員はマスクを着用する。
・保護者については、グループ
の競技ごとに入れ替えを行い、
人数を制限する。
・選手・補助員以外、高校生の
競技会場への立ち入りは禁止す
る。
・選手に付き添うセコンドは選手
１名につき１名に限定する。

・マスクを着用したうえで、会話
は最小限とする。
・飲食をする場合は、向かい合っ
て黙食を徹底する。
・マスクを着用したうえで、大型
モニターの前で最低１mの距離
をあけて観戦する。
・顧問の先生を配置し、指導に
当たる。

・受付を１か所設置し来場者の
状況を把握する。
・受付でマスク着用、手洗い等感
染防止対策を呼びかける。
・感染防止のチェックリストや手
指消毒、手洗いを求めるポス
ターを掲示する。
・競技会場では手洗いや消毒を
呼びかけるアナウンスをする。

・各グループの競技終了後に競技会場の器具、観客席、ウォーミン
グアップ場の器具の整備・消毒を行う。

25 空手道

・ウォーミングアップ等を複数人で行う場合は、十分な
身体的距離を確保する。
・形競技、組手競技ともに気合を入れない。
・組手競技の対戦練習では、フェイスシールドを装着
する。　など

・試合間については、可能な限り
間隔（１０分程度）を空ける。

・試合会場の外に選手を出し、一度
換気を行う。手指・用具の消毒を行
う。

・試合会場で次の対戦を待つ選手は、１メート
ル間隔で座る。
・対戦までマスクを着用し大きな声は出さな
い。

・選手以外は試合会場に入らない。 ・試合後にはコートの消毒等を
行い、試合間を長く設定し換気
を行う。

・外部と接触を避ける場所を用
意する。
・使った後は消毒をし、換気を行
う。

・入口と出口を指定し、それぞれ
の場所に手指消毒液を配置す
る。
・試合前後の選手の導線を確保
する。

・得点板などの用具について毎回消毒を行う。
・審判はフェイスシールドと手袋を着用する。

26 スキー

・ウォーミングアップ等を複数人で行う場合は、十分な
身体的距離を確保する。
・陸上トレーニングにおいては、十分な身体的距離が
確保できるメニューで行う。
・スキー場での練習においては、バフなどの顔を覆う
ものを着用する。　など

・屋外競技であることから、試合
時間に関しては、特段に変更は
しない予定でる。しかし、宿舎か
らスキー場への移動に時間がか
かる可能性があるので、多少通
常時より大会の時間に余裕を
持って確保する。

・マスクを着用したうえで、十分な身
体的距離を確保する。
・選手同士が、対面にならないように
する。

（スキーの大会は泊を伴うことか
ら）
・宿舎で密集・密接にならないよ
うにするため、宿泊人数の制限
などについて、宿舎に配慮を求
める。

・スタートを待つ際には、フェイス
マスクなどを用いたうえで、十分
な身体的距離を確保するよう指
導する。

・リフト乗車は2人掛けなら1人、4
人掛けなら2人にするなど、密接
にならないようにする。

・会場への移動バス内では、座席の間隔を開けて座るようにする。
・窓をあけて、換気をする。

27
スケート

（スピード）

・ウォーミングアップ等を複数人で行う場合は、十分な
身体的距離を確保する。
・可能な限り屋外施設を利用するとともに、早朝練習
を行うなど密集を回避する。
・氷上練習と陸上練習に分けるなど練習形態を工夫
する。　など

・スケート靴の脱着は、ベンチと同方
向を向いて座る。

・マスクを着用したうえで、十分な身体的距離
を確保する。
・大きな声での応援は控える。

・マスクを着用したうえで、十分な身体
的距離を確保する。
・大きな声での応援は控える。

・可能な限り種目間をあけ、選手
が密集しないようにする。

・外部と接触を避ける場所を用
意する。
・使用後は消毒と換気を行う。

・入口と出口を指定し、それぞれ
の場所に手指消毒を配置する。
・試合前後の選手の導線を確す
る。

・監督・コーチは、大きな声を出してのコーチングは控える。
・選手は、中地やアップレーンにおいて他選手との会話や接触は極
力控える。
・選手は運動中にマスクを外している際は、他者との間隔を十分に
確保する。

28 レスリング

・ウォーミングアップ等を複数人で行う場合は、十分な
身体的距離を確保する。
・十分な身体的距離を確保できるメニューを多く取り
入れる。
・組み合う時間を縮減した練習と個人練習を効果的
に組み合わせて行う。　など

・団体戦・個人戦と十分に間をお
いて試合を行う。

・常時換気をし、扇風機を複数個用意
する。
・換気を心掛ける。

・控室を別途用意し、密にならないようにす
る。

・選手以外は、密にならないようマスクを
着用して観戦する。

・団体戦・個人戦、間が開く場合
は都度消毒を行う

・外部と接触を避ける場所を用
意する。使った後は消毒をし、換
気を行う。

・入口と出口を指定し、それぞれ
の場所に手指消毒液を設置す
る。
・試合前後の選手の導線を確保
する。

29 なぎなた

・ウォーミングアップ等を複数人で行う場合は、十分な
身体的距離を確保する。
・場面を想定した短時間の実践練習は、1分程度とす
る。
・区分稽古を行い、連続技や技の打ち込みなどを短
時間で行う。　など

・十分な換気を行い、面をつけていな
いときはマスクを着用する。
・手指消毒を徹底する。

・試合の待ち時間は、マスクを着用したうえで
身体的距離を２m以上あける。
・試合者以外はマスクを着用し、大きな声は
出さない。

・マスクを着用したうえで観戦する。
・できるだけ大きな声は出さない。

・審判・競技役員はマスクを着用
する。
・競技終了後は消毒作業を行
う。

・使用後は消毒と換気を行う。
・大勢での使用を避け、マスクを
着用したうえで、身体的距離を
距離を２m以上あける。

・入口と出口を指定し、それぞれ
の場所に手指消毒液を設置す
る。

・各々のなぎなた・防具の管理は徹底する。

30 ヨット

・ウォーミングアップ等を複数人で行う場合は、十分な
身体的距離を確保する。
・陸上における艤装（船の準備）や解装（船の片付け）
の際は、十分な身体的距離を確保する。
・陸上トレーニングでは、十分な身体的距離を確保し
たうえで、短時間で効率よく屋外で行う。　　　　など

・休憩中はマスクを着用したうえで、
十分な身体的距離を確保する。

・試合後には手指消毒等を行
う。

・外部と接触を避ける場所を用
意する。
・使った後は消毒をし、換気を行
う。

・入口と出口を指定し、それぞれ
の場所に手指消毒液を設置す
る。
・試合前後の選手の導線を確保
する。

・湖上で行うため用具の消毒は可能な限り行う。

                 令和4年8月30日現在
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日常の部活動
マスク着用が不要と考えられる

練習の観点
・十分な身体的距離が確保されているか

・競技中の指示等は必要最小限になっているか
・密集・密接になる時間が縮減されているか

試合時間等
の工夫

休憩中（ピリオド間）
などの換気等の対策

ベンチ（控え選手）の対策 観客席（応援）の対策 大会運営の工夫 控え室の対策 選手の導線確保 その他の留意事項

31 ホッケー

・ウォーミングアップ等を複数人で行う場合は、十分な
身体的距離を確保する。
（十分な身体的距離を確保したうえで）
・ストローク練習やシュート練習を行う。
・対人練習は、コーン等を用いて行う。　など

・試合開始時刻を早めに設定
し、気温が上がる時間帯の試合
を避ける。

・手指消毒を行う。
・ベンチでのミーティングはマスクを着
用する。

・マスクを着用したうえで、十分な身体的距離
を確保して座る。その際、着席できるベンチを
限定的にするため、テープなどで目印を記
す。

・マスクを着用したうえで、十分な身体
的距離を確保して座る。

・各チームの来場時刻を予め周
知し、密集・密接を回避する。
・試合後にはコートの消毒等を
行う。
・可能な限り試合間を長く設定
し、選手同士が密接しないよう工
夫する。

・基本的に更衣室を使用しない。 ・入口と出口を指定し、それぞれ
の場所に手指消毒液を設置す
る。
・試合前後の選手の導線を確保
する。

・共有する用具について毎回消毒を行う。

32 アーチェリー

・ウォーミングアップ等を複数人で行う場合は、十分な
身体的距離を確保する。
・行射する際は、身体的距離を１m以上空ける。
・同じ的は2人以上射たない。　など

・矢取の際確認する人数を減ら
し試合時間を短縮する。

・行射時間以外はマスクを着用したう
えで、十分な身体的距離を確保す
る。

・役員・補助員は、マスクを着用したうえ
で十分な身体的距離を確保する。

・行射中の選手同士の間隔を１
m以上確保する。

・控えテント内の椅子は間隔を
空け配置する。

・出入り口１箇所に手指消毒を
配置する。

・点取りの際、他の選手との身体的距離を確保するよう周知する（な
るべく１人ずつ行う）。
他人の弓等には触らない。

33 ゴルフ

・ウォーミングアップ等を複数人で行う場合は、十分な
身体的距離を確保する。
・個人競技であるが、練習場では十分な身体的距離
を確保して活動する。　など

・スムーズな試合進行を心がけ
る。

・こまめに手指消毒を行う。 ・こまめな手指消毒，プレー中以
外のマスク着用などを徹底させ
る。
・混雑している時間帯のスタート
を避ける。

・マスクを着用したうえで、十分
な身体的距離を確保する。
・使用した場所を消毒する。

・他の利用客との接触を避ける。

34 カヌー

・ウォーミングアップ等を複数人で行う場合は、十分な
身体的距離を確保する。
・練習中において艇が横並びにならないよう留意す
る。
　
など

・選手待機所（艇庫内やテント内）に
おいては常時換気をする。

・県内大会の場合、選手はなる
べく保護者の送迎で大会会場に
参集し、車内等で着替え等を済
ませ、自分のレースまで待機す
る。
・乗艇中以外はマスクを着用し
たうえで、十分な身体的距離を
確保する。

・マスクを着用したうえで、十分
な身体的距離を確保し、会話は
控える。
・更衣室を使用しなければいけ
ない場面では、最大利用者数を
厳守する。

・役員・監督・選手等が密集しな
いよう、待機場所等の指定をす
る。
・開閉会式については、選手の
並びを優先させるなど配置等を
工夫する。

35 ライフル射撃

・ウォーミングアップ等を複数人で行う場合は、十分な
身体的距離を確保する。
・射座との間隔を十分に確保する。
・密接・密集にならないよう、練習時間分けるなど分
散練習を行う。　など

・各射群の間に換気時間を設定す
る。
・換気扇の他、扇風機等を活用し、換
気が徹底できる環境を整備する。

・マスクを着用してうえで、十分な身体的距離
を確保する。
・会話は控える。

・マスクを着用してうえで、十分な身体的
距離を確保する。
・大きな声での応援は控える。

・開閉会式は、マスクを着用した
うえで、十分な身体的距離を確
保する。
・試合後には射座の消毒等を行
い、可能な限り試合間を長く設
定する。

・控室は換気の良いエアライフ
ル射座の一部を使用する。

・射撃場所を従来の場所から分
散し、３か所に分けて実施する。
・射座の間にビニールカーテン
などの間仕切りを設置する。

・消毒液を用意し、機材（特にボタン周り）を消毒する。

36 駅伝

・ジョギングなど複数人でウォーミングアップ等を行う
ときは、十分な身体的距離を確保する。
・スタートに時差をつけたり複数のコースを設定したり
する。　など

・開閉会式については、１５分以
内とし、参加人数を２名までと
し、無観客とする。

・係員を常駐させて、密集・密接にな
らないよう指導を徹底する。

・マスクを着用したうえで、十分な身体的距離
を確保する。
・タオルの共用やペットボトル等の飲み回しは
厳禁とする。

・コース内を常時係員が巡回指導を行
う。
・観戦は、マスクを着用したうえで、十分
な身体的距離を確保する。
・大声での応援は控える。

・選手招集等が密にならないよう
工夫し、招集は本人のみとす
る。
・参加校は、消毒液を持参し手
指消毒を競技前後にこまめに行
う。

・各校控えテント等、密集・密接
を避けるよう、選手への指導を
徹底する。

・競技前後の導線を明確に示
す。
・集団でのウォーミングアップや
クールダウンは禁止とし、個別
に距離を保って活動する。

・選手、マネージャー、補助員は、参加承諾書・健康チェックシートを
提出する。
・指導者、競技役員、報道関係者、大会関係者は、健康チェックシー
トを提出する。

37 野球

・ウォーミングアップ等を複数人で行う場合は、十分な
身体的距離を確保する。
・打撃練習において、練習個所を増やして十分な身
体的距離を確保する。
・守備練習において、同じポジションの人数を制限し
て行う。　など

・実際にプレーをしている選手以外は
常にマスクを着用する。具体的には、
守っている９人と打者、次打者、走者
以外はマスクを着用する。

・スタンド入場者は、一席以上空けて座りマス
ク着用したうえで、声を出しての応援は控え
る。

・日本高等学校野球連盟の定めるガイ
ドラインを参考に独自のガイドラインを
定める。
・試合前、試合後の挨拶では声を出さな
い。
・試合終了後ベンチの椅子、ドアノブ、
水栓はアルコール消毒する。
・球場内のすべての入口、ダグアウトに
は消毒薬を、すべてのトイレには石けん
を設置し手指消毒を促す。
・運営当番として観客と接する場面があ
る仕事は生徒ではなく顧問が行う。

・次試合のチームの選手は、試
合開始予定時刻の１時間半前
以前には来場しない。
・ダグアウト裏の控え室には、同
時に５人以上入らない。
・ダグアウト前でミーティングする
場合も密集した円陣は組まな
い。
・観客に関しては、それぞれの
学校関係者、保護者と一般観客
の出入り口を分ける。
・試合中の投手のロジンバック
は各チームごとに持つ。
・飲み物は各個人の水筒、ペット
ボトルを使い、共有しない。

・控え室は、決められた人数まで
とし、換気を徹底する。

・選手入場は通常出入り口か
ら、退場は外野ヤードから行う。

・バスで移動する場合は、密にならないように席の間隔を開けて座る
ようにする。さらには窓をあけて、換気が出来るようにする。

no 種　目

交　流　活　動　・　各　種　大　会
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　　　　　※本感染防止対策は、感染状況等に応じて見直すことがあります。


