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1. 新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌対策

原則︓３つの密を避ける

☑密閉 可能性は極めて低い

☑密集 対策が必要

☑密接 対策が必要

ソフトボール競技の特性

リスクが低い⾯（要注意）
〇 屋外 ＊密閉空間ではない

リスクが⾼い⾯（厳重注意）
× 密接場⾯がある（⾶沫感染）
× 密集場⾯がある（接触感染）
× ⽤具の共⽤（接触感染）
× ベンチ内（密集・密接）
× ミーティング時（密集・密接）
× 移動時（密集・密接）
× 宿泊時（密集・密接）
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具体的
対策



１．感染予防・感染拡⼤防⽌対策
➢国・⾃治体の基本⽅針を遵守

２．所属機関・⼊場制限、施設の管理運営
➢所属機関のガイドラインを遵守

３．競技団体・⼤会運営
➢競技団体のガイドラインを遵守

４．加盟団体（連盟）・⼤会運営協⼒
➢加盟団体のガイドラインを参考

５．各チーム・⼤会参加（判断・練習計画）

2. ⼤会ガイドライン作成における⼤前提
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【⽣活において】
☆こまめに⼿や顔を洗う＋⼿指消毒
☆⼿で⽬・⿐・⼝を触らない
☆⾃分の携帯・荷物・⾐服・靴等の消毒
☆家に帰ったらすぐにシャワーを浴びる
☆⾐服は毎⽇着替え、洗濯した物を着る

3. 感染予防・感染拡⼤防⽌の⼤原則

感染防⽌の３つの基本
☑⼗分な距離の確保
☑マスクの着⽤
☑⼿洗い・⼿指消毒

１．⼈と⼈との接触（⾶沫感染）
２．⼈と物との接触（接触感染）

を最⼤限なくしていく︕
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4. ⼤会に関わる全ての者の『健康チェック』
（⼤会関係者・選⼿・スタッフ等）

最重要 ➢各⾃『⼤会直前１４間前からの⾏動制限および健康管理』

『健康チェックシート』の提出 ⇒ 主催者（当⽇受付）にて参加の可・不可を判断
◇⼤会直前１０⽇前から⼤会当⽇までの記録の提出を義務とする（県協会仕様）
✔ ⼤会参加者全員
✔ 三密を避ける⽣活を⼼がける
✔ 参加者本⼈、またその家族を含めた全員の感染予防対策の徹底
✔ 不要不急の外出を避け、特に外⾷は避ける

『参加制限の対象となる場合』
✔ 健康観察期間中に本⼈および同居家族に、コロナウイルス感染者が発⽣した場合
✔ ⼤会当⽇に平熱以上の体温（37.5℃以上）の発熱および味覚臭覚異常等がある場合
✔ チェックシートに不備がある場合
✔ 主催者側の感染拡⼤防⽌対策のガイドラインを著しく逸脱した場合

＊⼤会への参加を控える
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▶必ず受付を設置する
▶マスクの持参および着⽤（予備マスクの設置）
▶体温測定器の準備（受付の設置）
▶消毒液の設置（ポンプ式・スプレー式）
＊受付・本部・試合会場出⼊り⼝・ベンチ・トイレ
▶共⽤箇所の清掃と消毒
＊トイレ・⼿洗い給⽔場・ダッグアウト・本部テント内等
▶共⽤⽤具の消毒（ボール等）
▶社会的距離２ｍ（最低１ｍのスペース確保）
▶⼈の活動エリア・動線の確保（指定および制限）
▶⼈数制限および使⽤制限（試合会場・練習会場・休憩所等）
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－各所属機関（事業所・施設）のガイドラインに準拠する－

5. 会場施設の衛⽣管理および安全管理



6. 運営側の衛⽣管理および安全管理

▶原則︓マスク着⽤の義務化（ただし、熱中症予防の為、こまめな⽔分補給）

▶マスクを外す場合は、⼈との距離を必ず１ｍ以上確保する

▶マスク着⽤時も、⼈との接触１ｍ以内は避け、直接肌が触れる⾏為は厳禁

▶マスク着⽤にて会話をする場合も、⼤声で話さない

▶他⼈と物品の共⽤はしない（湯茶接待、筆記⽤具等）

▶常に⾝の回りの物をこまめに消毒する（テーブル・椅⼦・使⽤物等）

▶湯茶の接待はおこなわず、飲み物は事前に購⼊し準備しておく（要消毒）

▶唾やタンを吐かない。⿐や⼝で使ったティッシュやゴミは各⾃持ち帰る
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◇マスト（しなくてはならないこと）
▶マスクの持参・携帯・着⽤
▶プレー中以外は極⼒マスクを着⽤（ベンチ内・会話時・グラウンド整備時等）

◇セルフコントロール（⾃⼰管理）
▶徹底した感染予防対策と健康管理（毎⽇の検温と記録）⇒ 監督への報告
▶平熱以上の発熱（37.5℃以上）、また味覚臭覚障害等の体調不良や異変を感じたら⼤会参加の⾃粛
（嘘偽りはおこなわない）

◇ソーシャルディスタンス（社会的距離２ｍ以上） ※プレー中は最低１m以上
▶⼈にむやみに近づかない、⼈が近づいてきたら⾃ら離れる
▶⾃主⾃律の確⽴（⾃分のことは⾃分でする） ＊他者による物の受け渡しをしない
▶握⼿・ハイタッチ・ハグ等、他者との接触を避ける
▶歌唱や、⼤声での発声・声援、メガホンや鳴り物の使⽤は禁⽌
▶野⼿はプレー以外でピッチャーサークル内には⼊らない
▶⽤具の個⼈使⽤（マイグラブ・マイバット等／⾃分の物を使⽤）＊共⽤しない
▶共⽤⽤具︓使⽤前後における、徹底したアルコール消毒の励⾏
▶プレー中の会話は、最低１ｍ以上の距離を確保し、⼿・グラブ・帽⼦・ヘルメット等で⼝を覆う
▶唾やタンを吐かない。また、指に唾を付着させない。
▶飲み物は各⾃持参。飲み回しや、コップの共⽤はしない（⾃販機利⽤も極⼒避ける）
▶ロジンバッグは投⼿⼀⼈での使⽤とし、他投⼿や野⼿と共⽤しない。打者⽤も同様とする
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7. 選⼿・スタッフの衛⽣管理および安全管理

✖接近
✖会話



チーム健康管理・観察（嘘偽りのない記録と報告）
▶徹底した感染予防対策と健康管理（毎⽇の検温と記録・報告）
▶健康観察期間中に、平熱以上の発熱（37.5℃以上）また、味覚臭覚障害等の
体調不良や異変を感じたら医療機関で受診し、⼤会参加の判断をする

チーム共通理解
▶会場への移動は、各⾃による現地集合、現地解散が望ましい（乗り合いは避ける）
▶チーム全体で移動する場合は、感染予防対策された乗り物を利⽤することが望ましい
▶いかなる場所においても、ミーティングや打ち合わせをする際は、マスク着⽤もしくは
１ｍ以上の間隔を確保した上でおこなう
▶ベンチ内では極⼒マスク着⽤の上、最低１ｍの間隔をとる。
マスク不着⽤の場合は会話を控える
▶チームとして⽤具の共⽤は極⼒おこなわない
ただし、共⽤せざるを得ない⽤具は、必ず使⽤前後にアルコール消毒をおこなう
▶試合中、守備側による打ち合わせは、投⼿サークルの外側で１ｍ間隔にておこなう
▶試合中、攻撃側によるベンチ前での円陣は禁⽌とする
▶監督によるタイム・抗議の際は、審判と１ｍ以上離れておこなう

⼤会参加判断
（チーム・個⼈）
監督責任
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8. チーム（監督者）の衛⽣管理および安全管理



9. 会場運営上の衛⽣管理および安全管理

試合会場１コートの使⽤制限（⼈数制限）最⼤６５名

【チームＢ】

ベンチ定員

最⼤ ２５名

監督・コーチ
選⼿・スコアラー
トレーナー等

（各⼤会条件に準ずる）

【チームＡ】

ベンチ定員

最⼤ ２５名

監督・コーチ
選⼿・スコアラー
トレーナー等

（各⼤会条件に準ずる）

【スタッフ】
協会役員 １名
会場責任者 １名
審判 ６名
記録 ２名
放送 ２名
会場委員 ３名

最⼤ １５名
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※スタッフは状況に応じて最⼩限での配置（記録・放送・会場委員等）



１．原則︓２０２１オフィシャルソフトボールルールに準じる
ただし、⼤会ごとの特別ルールを設けることができる

２．審判は、原則マスク着⽤とする
３．試合開始前および終了後の整列と挨拶は、監督およびスターティングメンバ

―のみが、各ベンチ前に横⼀列に整列し、審判の合図により互礼をおこない
守備につく

４．投⼿⽤ロジンは各チーム、各投⼿が⽤意したものを使⽤する
（投⼿間の共⽤は厳禁）

５．試合中、守備側による打ち合わせは、投⼿サークルの外側で１ｍ間隔にて
おこなう

６．試合中、攻撃側によるベンチ前での円陣は禁⽌とする
７．監督によるタイム・抗議の際は、審判と１ｍ以上離れておこなう
８．試合終了時の両チームによる挨拶は、開始時と同様に⾏う
９．グラウンド整備を⾏う際は、極⼒マスクを着⽤する（役員・選⼿同様）
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10. 試合進⾏上（審判）の衛⽣管理および安全管理



定義︓ここでは、各チーム関係の観衆（応援者）のこととし、その他の観衆を⼀般
観衆者とする

周知︓⾃チームの観衆（応援者）には、事前に次の留意事項を連絡しておく

【⼤会当⽇の留意事項】
１．体調不良や異変を感じたら、当⽇は会場へ出向かない
２．⼤会当⽇の会場では、応援するチームのメンバーとの接触や会話を避ける
３．飲⾷物等の差し⼊れ、または物品の受け渡し等の接触は⼀切禁⽌
４．応援する場所は、⼤会の会場によって制限された場所からに限る（指⽰厳守）
５．応援の際は、隣⼈との間隔を１ｍ以上開け、１ｍ以内になる場合はマスクを着

⽤する
６．歌唱や、⼤声での発声・声援、メガホンや鳴り物の使⽤は禁⽌
７．観衆者に本ガイドラインを著しく逸脱する者がいた場合は本部より注意を促す
８．主催者側は、観衆における事故・傷害・トラブル等、⼀切の責任は負わない
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11. 観衆（応援者）の衛⽣管理および安全管理



参加申し込み条件 【監督責任】
１．２０２１年度⼭梨県ソフトボール協会および⽇本協会に登録されている者に限る
２．参加申し込み⼈数（ベンチ定員）は２５名までとする

ただし、ベンチメンバーは各⼤会ごとの参加条件に準ずる（⼤会要項参照）
３．チーム参加者全員の健康管理と体調の掌握（⼤会参加１４⽇前より観察・記録）
４．感染予防対策と安全管理対策に対するチーム全体への周知徹底と実⾏
５．チームにおける⼤会期間中のルール、マナー、エチケットの遵守と徹底
６．怪我防⽌のための⼗分な練習期間の確保
７．その他、全てにおいてソフトボール協会の要請および指⽰に従う
８．その他詳細については⼤会実施要項を参照

※以上のことを承諾した上で、全て監督責任下において参加申し込みを⾏う

留意点︓各チーム、監督からの参加申し込みの時点で、本ガイドラインへの理解と承諾を得たものとし
ついては、⼤会期間中にガイドライン不遵守や、再三の注意勧告を受けながらも、それに反抗す

る⾔動があった場合は、会場責任者の判断により、その当該メンバーを退場処分とする
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12. ⼤会参加申し込み【確認事項】



13. 試合会場 ゾーニング（エリア分け）

本部エリア 定員︓15名 25.5㎡以上

ベンチエリア 定員︓25名 42.5㎡以上

観衆・応援エリア 定員︓30名 51㎡以上

練習エリア 定員︓25名 500㎡以上

⽴⼊禁⽌エリア 中⼼線より左右５ｍ（１０m）

□各会場によって、各エリア規定数値に則ってレイアウトを⾏う
□本部・ベンチ・観衆エリア間は５ｍ以上のスペースを空ける
□各エリア間での往来は禁⽌
□既製のダッグアウトが設置されているところは、規定数値に合
うように地域を増幅する

□⽴⼊禁⽌エリアには、ビデオカメラ等の設置禁⽌

✔決められたエリア以外への⽴ち⼊り禁⽌
1.30m

⼈ ⼈1.30m １⼈分＝1.7㎡

1.30m
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参加申し込み⽅法
□協会ホームページよりダウンロード

１．「202１⼤会ガイドライン」（遵守）
２．「⼤会要項」および「参加申し込み⽤紙」
３．「健康チェックシート」︓参加者全員記録

□原則、Webまたは郵送・FAXでの申し込みとする

抽選会
□原則、抽選は協会役員による代理抽選とする
□抽選結果は、協会ホームページに掲載する

監督（代表者会議）会議
□集合・対⾯形式では⾏なわない

□連絡および留意事項等は⼤会要項に記載する
□「202１⼤会ガイドライン」を熟読しておく

式典（開会式・表彰式等）
□実施しない
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14. その他【確認事項】

受付⽅法
□受付は各⾃でおこなう（参加者全員）

□開始時間は、⼤会要項に記載する
□受付に並ぶ際、⼈との距離を１ｍ以上空けること
□受付時は必ずマスク着⽤し、⼿指消毒をおこなう

□受付時に「健康チェックシート」を提出し、検温
をおこない、⼤会参加への可・不可の判断をおこなう
✖「健康チェックシート」提出なし︓参加不可

✖「健康チェックシート」不備あり︓参加不可
✖ ⼤会当⽇37.5℃以上の発熱がある者︓参加不可

＊⽪膚表⾯温度計測器にて37.5℃以上の場合は、
体温計にて再検温をし、再確認を⾏う。

□指導員有資格者は、「登録証」または「認定証」を

常に携帯しておくこと
□受付後、⼊場を許可されたチーム・選⼿から練習を
開始する
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