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福島パラ陸上競技協会 

 

2020北海道東北パラ陸上競技選手権に於けるコロナ感染予防対策について 

 
 

   拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り

厚く御礼申し上げます。 

このたび2020北海道東北パラ陸上競技選手権を開催するにあたり、当協会としまして

は日本パラ陸上競技連盟および開催会場のガイドラインに基づき以下のように可能な限

り新型コロナウイルス感染症の感染予防対策を講じた上で、選手権大会を運営してまい

りたいと思います。 

皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、大変な毎日を

過ごされているかと思いますが、安全に競技選手権を開催したいと思いますのでご理解

とご協力頂けますようお願い申し上げます。 

 

記 

 
１．留意事項の周知および徹底 

 

２．参加者、競技選手権関係者の体調確認  

 （様式１）競技選手権前２週間健康チェック表の提出（受付時） 

 （様式２）競技選手権参加にあたってのチェックリストの提出（受付時） 

 （様式３）競技選手権後２週間健康チェック表の作成（提出の必要はありません） 

 

３．福島パラ陸上競技協会からの注意事項 

（特に、T/F 11.競技クラス、投てき種目参加選手） 

 

４．その他   

 ホームページにも同様の書式関係を掲載しますので、ご確認くだ

さい。 

なお、（様式 1）（様式 2）の提出がない選手は、競技に出場で

きません。また、ガイドランナー、アシスタント、指導者、介護

者についても同様の書類を提出してください。提出がない場合は

競技場内、観客席への出入りはお断りします。 

 
問合せ先：福島パラ陸上競技協会 事務局 

メールアドレス：toshizo@mwnet.jp 

mailto:toshizo@mwnet.jp


【お知らせ】 

 ２０２０北海道東北パラ陸上競技選手権の開催に当たり、新型コロナウイルス 
感染症予防対策として、以下の通りの対応となりますので、ご注意ください。 

 

１．アイマスク、アイパッチ、テザーなど、競技者が使用する用具

は競技者の責任で用意してください。主催者による貸し出し、

貸与は一切おこないません。持参忘れ、破損や規則に合致せず
使用できない場合は、WPA ルールにより  DNS(欠場)として扱

います。  

 

２．  ガイドランナー及びアシスタントが着用するビブスはコロ
ナ感染対策予防のため主催者では用意しませんので、競技者

等が必ず用意してください。  

招集所でチェックされ許可シールを貼ったビブスのみ競

技において使用できます。  

 

３．  投てき競技に参加する競技者でタンマグなどの滑り止めが
必要な場合は、各自で用意してください。  

また、アシスタントを伴う場合は競技者を投てき台に移動で
きる者とします。移動の対応については、競技役員、補助員そ

の他の者は手伝うことが出来ませんので、ご注意ください。  

 

 

 

 

  
 
 

福島パラ陸上競技協会 



競技選手権参加にあたってのチェックリスト（参加者留意事項） 

 

（様式 2）No1 
 

 
 

競技選手権開催にあたっては、主催者として責任をもって新型コロナウイルス感染症拡大

防止対策を行ってまいりますが、安心・安全な大会とするためには、参加される選手・付き添

い（ガイドランナー等含む）等の皆様お一人お一人にも感染症拡大防止のための留意事項を

守っていただく必要があります。 

大会参加にあたっては、以下のチェックリスト項目をご確認いただき、各留意事項を厳守して

いただき、大会時に必ず受付に提出をお願いいたします。提出されない場合は、新型コロナウ

イルス感染症拡大予防対策の一環として大会の参加（選手・付き添い・ガイドランナー等含

む）をお断りいたします。 

 

※競技選手権参加にあたっての参加者留意事項（必ずチェックして下さい） 

 
□ 競技選手権当日体調不良の場合は参加を辞退する。 

 
□ 競技選手権当日自分のマスクを持参する。 

 

□ 競技選手権当日までの健康管理表（（様式2）No1・2：競技選手権前2週間健康チェック表

（様式１））を提出すること。 

（提出のない方は参加が認められませんので、ご注意ください。） 

 
□ 競技選手権前２週間以内に下記のような健康上不安を感じた場合は事前に医事委員会に

相談するか、当日受付に申し出ること。 

（発熱、だるさ、咳、のどの痛み、鼻水、鼻づまり、関節痛など） 

 連絡先：e-mail: toshizo@mwnet.jp 

 

□ マスクの着用（運動中は除く）、咳エチケット、手指消毒（手洗い含む）を励行する。 

 

□ 周囲の人との距離（できるだけ２ｍ以上）を取り、大きな声での会話や応援をおこなわな

いこと。（各団体のミーティング等も含む） 

 
□ 出来るだけ目・鼻・口を触らないこと。 

 
□ 招集前・競技後は必ず手指消毒（手洗い含む）をする。 

 



（様式２）No2 

□ 競技終了後は、役員の指示に従って速やかに退場する。 

 

□ ごみは新型コロナウイルス感染症予防対策のため、所定の場所に捨てること。 

 
□ 更衣室の人数制限をする。短時間での使用とし、室内での会話は控えること。 

 
□ 飲食については、周囲の人との距離を取って対面を避け、会話は控えること。 

 
□ 競技選手権終了後、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、競技選手権

主催者に速やかに報告すること。 

＊：福島パラ陸上競技協会事務局の連絡先：Tel 090-2362-2027 

e-mail アドレス toshizo@mwnet.jp  

 

※ この競技選手権参加にあたってのチェックリストは、競技選手権において新型コロナウ

イルス感染症の拡大を防止するため、参加者の健康状態を確認することを目的としてい

ます。 

記入していただいた個人情報については、厳正なる管理のもとに保管し、健康状態の把握、 

来場可否、出場可否の判断及び必要なご連絡のみに利用します。また、個人情報保護法等の 

法令において認められる場合を除きご本人の同意を得ずに第三者に提供いたしません。但し 

競技選手権会場にて感染症患者またはその疑いのある方が発見された場合に必要な範囲で 

保健所等に提供することがあります。 

 
１．このチェックリスト（様式 2）の各項目に☑し、内容を理解しました。 

２．健康チェック表(別紙 様式１)に関しても２週間分記述し、大会時に受付に提出する 

 ことを理解しました。 

３．上記１．２の様式を提出しない場合は競技選手権に参加できないことを承諾します。 

４．個人情報の取得・利用・提供に同意します。 

 
以上 ４項目に同意します。 

（様式 3）については、競技選手権後 2 週間シートに記入し手元に保管してください。 

 

 

 

2020（令和２）年 月 日 

 
参加者本人氏名（自署）  

 

代筆者氏名（自署） ㊞ 



 
 

2020（令和 2）年 月 日 

 

 

同 意 書 

 
□ 私は、福島パラ陸上競技協会のコロナウイルス感染対策について

理解した上で、責任を問わないことについて同意し、２０２０北

海道東北パラ陸上競技選手権に参加します。 

 

 

 参加本人氏名（自署）  
 

 
 

 代筆者氏名（自署）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 選手本人・ガイドランナー・アシスタント・選手が競技する際の 

介助者等は、全員、競技選手権受付時に本書面を提出して下さい。 

 

 

福島パラ陸上競技協会 



※該当しない場合は✔を入れ、該当する場合は〇を記入すること（体温0.1℃単位の数字を記入）
11月7日 11月8日 11月9日 11月10日 11月11日 11月12日 11月13日 11月14日 11月15日

℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃

※該当しない場合は✔を入れ、該当する場合は〇を記入すること（体温0.1℃単位の数字を記入）
11月16日 11月17日 11月18日 11月19日 11月20日 11月21日 11月22日

℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃

37.5℃以上の発熱がある

息苦しさがある

味覚異常(味がしない)

嗅覚異常(匂いがしない)

他の症状

咳（せき）が出る

痰（たん）がでたり、からんだりする

鼻水、鼻づまりがある　※アレル
ギーを除く

頭が痛い

体のだるさなどがある

息苦しさがある

味覚異常(味がしない)

嗅覚異常(匂いがしない)

他の症状

のどの痛みがある

朝　体温

（様式１）2020北海道東北パラ陸上競技選手権

日付

氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日付
朝　体温

提出日　　2020年　11月　　　日大会前  2週間健康チェック表

本チェックシートは⼤会において新型コロナウイルス感染症の拡⼤を防⽌するため、参加者の健康状態を確認することを⽬的としています。本
チェックシートに記⼊いただいた個⼈情報については、厳正なる管理のもとに保管し、健康状態の把握、来場可否の判断および必要なご連絡の
ためにのみ利⽤します。また、個⼈情報保護法等の法令において認められる場合を除きご本⼈の同意を得ずに第三者に提供いたしません。但
し、⼤会会場にて感染症患者またはその疑いのある⽅が発⾒された場合に必要な範囲で保健所等に提供することがあります。　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　　🔲🔲個人情報の取得・利用・提供に同意する

のどの痛みがある

咳（せき）が出る

痰（たん）がでたり、からんだりする

鼻水、鼻づまりがある　※アレル
ギーを除く

頭が痛い

体のだるさなどがある

37.5℃以上の発熱がある



※該当しない場合は✔を入れ、該当する場合は〇を記入すること（体温0.1℃単位の数字を記入）
11月23日 11月24日 11月25日 11月26日 11月27日 11月28日 11月29日

℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃

※該当しない場合は✔を入れ、該当する場合は〇を記入すること（体温0.1℃単位の数字を記入）
11月30日 12月1日 12月2日 12月3日 12月4日 12月5日 12月6日

℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃

※症状が４日以上続く場合は必ず最寄りの保健所、診療所等に報告してください。症状には個人差がありますので、強い症状
と思う場合にはすぐに報告してください。

※保健所、診療所等に相談後、必ず大会主催者に報告してください。

連絡先：福島パラ陸上競技協会事務局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　携帯電話：090-2362-2027
　　　　　メールアドレス：toshizo@mwnet.jp

鼻水、鼻づまりがある　※アレル
ギーを除く

2020北海道東北パラ陸上競技選手権 （様式2）

大会後  2週間健康チェック表
氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日付
朝　体温

のどの痛みがある

咳（せき）が出る

痰（たん）がでたり、からんだりする

痰（たん）がでたり、からんだりする

頭が痛い

体のだるさなどがある

37.5℃以上の発熱がある

息苦しさがある

味覚異常(味がしない)

嗅覚異常(匂いがしない)

他の症状

日付
朝　体温

のどの痛みがある

咳（せき）が出る

嗅覚異常(匂いがしない)

他の症状

鼻水、鼻づまりがある　※アレル
ギーを除く

頭が痛い

体のだるさなどがある

37.5℃以上の発熱がある

息苦しさがある

味覚異常(味がしない)
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