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第 77 回 国民体育大会（栃木国体）北海道ブロック予選会 

 

《緊急対策本部体制図》   

 

大会統括責任者 

森野専務理事 

 

対策本部責任者 

北本国体部部長 

 

入場時・再入場時感染対応 

総務委員会 

競技会場内感染対策 

競技会委員会 

発熱等発症者対応 

スポーツ医科学委員会 

 

緊急対策本部連絡先 

森岡競技会委員会委員長 

０９０－７５１８－５０７３ 

 

チーム連絡責任者 

 

 

■コロナ感染症感染防止対策基本方針 

１．標記大会の実施は、本大会「新型コロナ感染拡大予防ガイドライン」ならびに「「新型コロナ 

ウイルス感染症ガイドライン「第10号通知（2022年5月31日作成）」など関係省庁から  

の感染対策ガイドラインを遵守し、参加者の生命・安心・安全を最優先とし感染リスクを最大 

限に排除した運営を目指します。本対策本部は「陽性者/濃厚接触者/体調不良者」等が発生した 

際、関係各所と連絡調整し、大会運営の迅速な対処方針を決定する機関とします。 

 

２．参加チームの連絡責任者の設置および責務について 

 ① 参加チームは連絡責任者を設置してください。 

 ② 本対策本部はチーム連絡責任者と迅速な連絡が取れることに配慮する。 

 ③ 参加チームの連絡責任者は、大会前・期間中・大会後に体調不良者、コロナ感染陽性者ならび 

に濃厚接触者が発生した際、速やかにHBAへ報告する義務があります。 

 

３．大会参加・入場者に関して 

 ① 入場者全員の検温を実施し、「健康チェックシート」「利用者名簿」の提出、記載内容を確認 

させて頂き発熱・体調不良等の出現および記載内容に不備等が認められた場合、大会参加ならび 

に入場をお断りする場合があります。 

 ② 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がおり接触が認められた場合、入場は出来ません。 

 

４．施設利用中（競技会中）に発熱や体調不良者が発生した場合、本対策本部に申し出るととも 

に、速やかに医師・看護師等に相談、受診して下さい。対策本部は状況を把握し、必要に応じ 

該当者の隔離、退出又は競技会を一時中断あるいは競技会の中止等の対処方針を決定する。 
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第77回国民体育大会北海道ブロック予選会におけるガイドライン・手引き 

（2022年7月25日作成） 

 
北海道バスケットボール協会「新型コロナウイルス感染症ガイドライン「第10号通知（2022年5月3

1日作成）」に基づき、第77回国民体育大会北海道予選会（以下「道予選会」）におけるガイドライン・

手引きを示します。 

 

1.［基本方針］ 

本ガイドライン・手引きは、参加者の安全を最優先し、感染拡大リスクを低く抑え、安心・安全な

競技会運営を目的に作成しています。政府、北海道や上位団体（スポーツ庁、JBAなど）の方針、

作成する指針が優先されます。 

北海道バスケットボール協会「新型コロナウイルス感染症ガイドライン「第10号通知（2022年5

月31日作成）」をご確認ください。内容は以下の通りです。 

感染状況などを鑑み、随時見直していく場合があります。直前の変更にご注意ください。 

 

2.［共通事項］ 

(1)次の方は入場ができません。 

新型コロナウイルス感染者で療養期間中の方 

濃厚接触者で経過観察期間中の方 

発熱など体調不良の方、感染疑いの方 

（北海道が定める感染者の療養期間、濃厚接触者の経過観察期間に準じます。） 

詳細を※別紙１「大会の参加可否判断について」にまとめましたのでご参照ください。 

(2)入場口にて「健康チェックシート」ならびに「利用者名簿」の提出、検温、消毒をお願いい 

たします。エリアを分けるため、出場チーム（選手、チームスタッフなど）とその他の方々（応援 

者、メディアなど）の入場口を分けて入場受付を行いますので、担当者の指示に従ってください。 

(3)感染防止対策（健康チェック、マスク、手洗い・消毒、ディスタンスの確保、換気）が引き続き

重要です。人数制限を行った上で競技会が開催されます。 

(4)ガイドラインを遵守されない場合、ならびに主催者、施設管理者の指示に従えない時には参加が

認められません。 

 

3.［選手、チームスタッフに関する注意事項］ 

(1)入場に際して各チームまとまっての受付をお願いいたします。 

(2)2022年度国民体育大会北海道予選会に係るお知らせとお願い（2022年7月9日発出）」にある

通り、競技開始前14日前からの「健康チェックシート」「利用者名簿」の提出をお願いいたしま

す。 

(3)競技開始2日前からは自チーム（所属チームおよび選抜チーム）内での練習とし、対外試合等は行

わないでください。 

(4)新型コロナウイルス罹患後の選手は、大会出場まで十分な準備期間（最低でも2週間程度）で段階

的な練習を行い、コンディションを整えてから出場することが必要です。 

(5)更衣室は指定した場所を使用してください。更衣中はマスクを着用し、使用は短時間として、密

を避けてください。 

(6)試合前後の待機場所、試合前アップ場所は各チームごとに指定いたします。 

(7)競技中はマスク着用の必要はありませんが、ベンチ着席時にはマスク着用してください。 

(8)ベンチでは飛沫感染、接触感染などを防ぐために以下の行為は控えてください。 

8−1.大声を出しての応援、大声で歌を歌う、指笛 

8−2.マスクを外しての指示（コーチ、スタッフも含む） 

 8−3.ハイタッチ、肩組み 

 8−4. タオル・フラッグ等を振り回す 

(9)ベンチエリア内に「メディカルエリア」を設置しています。交代によりベンチに戻ってきた際、

息が整うまで「メディカルエリア」で待機してから、ベンチに着席しマスクを着用してください。

「メディカルエリア」ではマスク着用の必要はありませんが、声を出しての応援、指示はできませ

ん。 
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(10)タオル、水分摂取のボトルなど個人で用いるものは区別して取り扱うようにしてください。 

(11)移動時、宿泊時にも感染防止対策（健康チェック、マスク、手洗い・消毒、ディスタンスの確保

、換気）に十分に留意してください。移動車両内でのマスク着用、換気が重要です。宿泊は1室2

名以内の宿泊として、大部屋は避けてください。食事時にはマスクを外して大声になりやすいので

十分に注意が必要です。一人あるいは少人数グループとし、黙食あるいはマスク会食としてくださ

い。 

(12)道予選会後に体調不良があった場合や新型コロナウイルス感染症に罹患した場合にはチーム代表

者を通して北海道バスケットボール協会まで連絡してください。 

 

4.［各チーム応援者に関する注意事項］ 

(1)「2022年度国民体育大会北海道予選会に係るお知らせとお願い（2022年7月9日発出）」にあ

る通り、チーム応援者の入場できる人数を1チーム30名迄とします。競技開始前14日前からの「

健康チェックシート」「利用者名簿」の提出をお願いいたします。 

(2)入場に際しては、競技開始前14日前からの「健康チェックシート」「利用者名簿」の提出をお願

いいたします。 

各チーム単位の応援者でまとまっての受付をお願いいたします。 

(3)応援者は、入場口と退場口を分けておりますので、指示にしたがってください。 

(4)試合中の応援は、コート付近の観客席前方に「試合応援エリア」を確保する予定ですが、感染状

況を考慮し変更もあります。必ず指定エリア内で応援をお願いいたします。 

(5)応援（勝ち残り）チームが試合中でない場合には、入場口より入場し試合応援エリア以外の観客

席に着席してお待ちいただくことが可能です。 

(6)応援時は「マスク着用の上」飛沫感染、接触感染などを防ぐため以下の行為は控えてください。 

 5−1.大声を出しての応援、大声で歌を歌う、指笛 

 5−2.メガホン、トランペットなどの道具・楽器の使用 

 5−3.ハイタッチ、肩組み 

 5−4.タオル・フラッグ等を振り回す 

(7)応援する試合が終了しましたら、試合応援エリア以外の観客席に着席してお待ちいただくことが

可能です。 

(8)エリアを分けるため、アリーナ内および選手エリアへの立ち入りはできません。 

(9)観客席を含め館内での「食事」は禁止ですが、熱中症予防の観点から水分摂取については随時行

ってください。ゴミはお持ち帰りください。 

(10)道予選会後に体調不良があった場合や新型コロナウイルス感染症に罹患した場合にはチーム代表

者を通して北海道バスケットボール協会まで連絡してください。 

 

5.［メディア、リクルートなどの方々に関する注意事項］ 

(1)入場口にて、競技開始前14日前からの「健康チェックシート」「利用者名簿」「入場許可書」の

提出、検温、消毒をお願いいたします。受付後に指定エリアに案内いたします。 

(2)リクルートの方は指定エリアでの観戦となりますが、スペースの都合上、人数制限を行う場合が

あります。アリーナ内および選手エリアへの立ち入りはできません。 

(3)メディアの方は受付後、各社ビブスおよびHBA指定IDの着用をお願いいたします。アリーナ内で

の写真撮影は可ですが、インタビュー、取材に関しては指定エリアを設置しますので、ディスタン

スに配慮しての取材をお願いいたします。 

(4)道予選会後に体調不良があった場合や新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には北海道バス

ケットボール協会まで連絡してください。 
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［別紙１］ 

「大会の参加可否判断について」（2022年7月25日作成） 

 

北海道が定める感染者の療養期間、濃厚接触者の経過観察期間に準じ、以下の期間経過後に参加可能とし

ます。 

 

1.【感染者の療養期間】 

(1)［症状がある場合］ 

発症日（症状が出現した日：0日目）から10日間かつ症状軽快後72時間経過後。 

(2)［症状がない場合］ 

検体採取日（検体採取：0日目）から7日間。 

（療養期間内に症状が現れた場合には、その翌日から10日間） 

 

2.【濃厚接触者の経過観察期間】 

(1)感染者の同居者の場合 

感染者の発症日（無症状の場合は検体採取日）または住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い

日の翌日から5日間。 

（ただし2、3日目の検査により陰性が確認できれば、3日目で待機解除することも可。） 

(2)事業所などの場合 

感染者との最終接触日の翌日から目安として5日間。 

（ただし2、3日目の検査により陰性が確認できれば、3日目で待機解除することも可。） 

(3)ただし上記(1)(2)ともに、7日目が経過するまでは、健康状態を確認し、会食などは控え、感染リス

クの高い場所への訪問は自粛するように推奨されています。 

 

3.【感染疑い者】 

(1)感染疑い者とは、体調不良〈例：発熱、咳、咽頭痛、倦怠感、頭痛、味覚臭覚の異常など〉の症状 

がありPCR検査もしくは抗原検査で「陰性」であった者、または医療機関を受診しなかった者です。 

(2)競技会14日前の時点もしくはそれ以降に感染疑い症状が発症していた場合、原則当該選手は参加辞

退自粛を勧告します。 

(3)ただし、次のA.およびB.の両方の条件を満たしている場合、大会の出場を認めます。 

A.感染疑いの症状の発症（0日目）後に少なくとも8日が経過している。 

B.薬剤を服用していない状態で、解熱後および症状消失後に少なくとも72時間が経過している。 

（ただし、上記A.B.を満たさない場合であっても、薬剤を服用していない状態で感染疑い症状が消

失し、新型コロナウイルスの感染リスクが低いこと（注1）（注2）（注3）を示す医師の診断書

があれば参加可能） 

 

（注1）「新型コロナウイルスの感染リスクが低いこと」を示すため、PCR検査等が推奨される。 

（注2）「新型コロナウイルスの感染のリスクが低いこと」には、新型コロナウイルス以外の傷病も考え

られる。 

（注3）医療機関を受診し、新型コロナウイルス以外の疾患である旨の医師の診断に基づき、当該症状に

対し服薬指導を受け、処方された薬剤についてはこの限りではない。 
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少年女子 

少年男子 
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成年女子 

成年男子 
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【運営要領】 
今大会は『JBA バスケットボール事業・活動実施ガイドライン第５版（2022 年 5月 12 日発表）』

ならびに（一財）北海道バスケットボール協会から発出の『新型コロナウイルス感染症ガイドライン「第

10 号通知(2022 年 5 月 31 日)』を基に、本大会のガイドラインが定められています。安全安心を最

優先として運営されます。参加チームの皆様にもご協力頂けますようお願いします。 

 

 

1 入場関係について 

 (1)選手・スタッフの入場について⇒地下駐車場 選手・スタッフ入口から 

 入場の際は「健康チエックシート（大会 14日前）」「利用者名簿」等必要書類に不備がないかを事

前確認し、チーム代表者が先に受付に提出し、会場への入場許可をもらうこと。その後、健康チエッ

クシートにエントリーしているスタッフおよび選手の入場となります。その際、発熱者など体調不良

者が認められた場合、主催者にて入場および大会参加を取り消す場合があります。 

※「健康チェックシート」と「利用者名簿」は北海道バスケットボール協会のホームページからダウン

ロードして下さい。 

①チーム会場入場時間  

 試 合 試合開始予定時間 入場受付開始時間 

第１試合 ９：３０   ８：００～ 

第２試合 １１：００  〃   

第３試合 １２：３０ 〃 

第４試合 １４：００ 〃 

   ※チームの入場は、B1Fの地下駐車場の専用入り口から入場して下さい。 

  

②一度会場から出る場合、再入場する時に再度検温と手指消毒をして頂きます。途中での退館や再入場

の際は、できるだけチームでまとまって行動して下さい。 

③トレーナーがいるチームは、「健康チェックシート」を準備して頂き、「利用者名簿」に記載の上、

チームと一緒に入場して下さい。 

 ④入場する際には、必ずマスクを着用して頂きます。館内では試合前のアップと試合最中以外はマスク

を着用して下さい。 

⑤入場及び会場内での移動は主催者の誘導ならびに会場の掲示等に従ってください。 

★入場時のコーチライセンス証の確認は行わないことになりました。 
 

(2)応援者の入場について⇒１F ホワイエ入口から 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 入場する際に、全員の「健康チェックシート」と「利用者名簿」の提出が必要です。未提出、未記 

入の場合は入場できません。発熱症状がある方がいる場合、該当する方や同じチーム応援の方も入

場をお断りする場合があります。「健康チェックシート」と「利用者名簿」は北海道バスケットボ 

ール協会のホームページからダウンロードしてご利用下さい。入場時提出する際は、「利用者名

簿」 の記載順と「健康チェックシート」の順番をそろえて代表者が先に入場し、受付をして下さ

い。 

②大会前から発熱症状や「健康チェックシート」に記載されている体調不良項目に当てはまる症状が

がある場合はご来場をお控え下さい。  

 

 

試 合 試合開始予定時間 入場受付開始時間 

第１試合  ９：３０  ８：３０～ 

第２試合 １１：００ １０：００～ 

第３試合 １２：３０ １１：３０～ 

第４試合 １４：００ １３：００～ 

ホームページの掲載

内容から変更になり

ました。 
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③ チーム応援の方の駐車スペースはありません。公共機関でご来場下さい。路上駐車や近隣店舗の 

無断駐車は苦情が入りますので絶対に行わないで下さい。 

警察の巡回もございますので、迷惑駐車はしないでください。宜しくお願いします。  

④入場は応援するチームの試合開始予定時間の１時間前からとします。 

全員がそろってから入場して下さい。応援者で代表の方を決めて頂き、代表者が先に受け付けを行

って下さい。受け付け終了後、全員まとまって入場して頂きます。 

 ※遅れてくる人がいる場合は受付時に必ず連絡して下さい。  

⑤入場する際には、必ずマスクを着用して頂きます。施設内では必ずマスクの着用をお願いします。 

⑥チーム応援の方がご入場できるのは、応援するチームの試合がある日のみとさせて頂きます。チー 

ム応援の 30 名は同日内で入れ替わることはできません。入場の際に「入場許可書」カードをお渡

ししますので 再入場の際には、受付にご提示願います。翌日に 30 名のメンバーが入れ替わること

は構いません。 ご入場の際に「利用者名簿」と「健康チェックシート」が必要となります。（交代

で入場する方は 一日目用の「健康チェックシート」が必要となります。） 

 ※「入場許可証」のカードは、日替わりとなります。 

    
 

 (3)メディアの入場について⇒１F ホワイエ入口から 

   ① 入場の際は「健康チエックシート（大会 14 日前）」、「利用者名簿」及び「入場許可書」の必要書

類に不備がないかを事前確認し、メディア受付に提出し、会場への入場許可をもらうこと。 

② メディア関係は、事前申請者のみとさせて頂きます。当日の受付は認めません。 

尚、３週間前くらいからの受付を予定しております。ＨＢＡのホームページから必要書類をダウン

ロードの上、手続きを行って下さい。 

   

(4)写真企業の入場について⇒１F ホワイエ入口から 

 ① 入場の際は「健康チエックシート（大会 14日前）」、「利用者名簿」及び「入場許可書」の必要

書類に不備がないかを事前確認し、メディア受付に提出し、会場への入場許可をもらうこと。 

⚫ 写真企業のカメラマンはＨＢＡの協賛企業のみとします。学校のアルバム制作のためのご入場はお 

断りいたします。 

 

(5)HBA、地区協会役員、審判員、リクルート関係者の入場について⇒地下１F 駐車場役員入口から 

    入場の際は「健康チエックシート（大会 14日前）」、「利用者名簿」及び「入場許可証」の必要書

類に不備がないかを事前確認し、受付に提出し、会場（貴賓席）へ入場案内を受けて下さい。 

 

２．選手・スタッフの退場について 

  ①試合終了後は動線にしたがって速やかにご退場願います。 

  ②チーム全員が残る場合は、観客席などの指定された場所で待機してください。 

 

３．選手・スタッフの感染対策 

 ①試合以外の行動の際は「不織布」マスクを推奨します。 

 ②活動中（競技中も含め）、希望する選手のマスクの装着を許可する。 

なお、プレー中にマスクを装着する場合は、「布・ウレタン」を推奨する。 

 

 

４．その他について 

① チーム、選手へのメディア取材は、マスクを着け、できるだけ少人数・短時間でお願いします。 

② お弁当の引き渡しなどは会場の外でお願いします。弁当殻の引き取りも各チーム責任を持って会場

外で行ってください。 

  ※弁当殻を会場内に置いていくことのないようにお願いします。 

③ 外靴と上靴の履き替えが必要なところがあります。指示に従ってください。 

会場内が濡れたりしないように必ず「靴袋」をご持参ください。 
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④ ごみは持ち帰りとなります。特に使用したマスクなどは会場内で捨てないようご協力下さい。 

⑤チームで応援の際、過度な発声やボディタッチは自粛願います。 

⑥チームで試合を撮影する場合には、所定の撮影場所（コートはベンチエリアの向かい側で 2名まで）、 

スタンドは待機場所内か所定の場所のみでお願いします。撮影したものを配信される場合は、チーム

内のみの鑑賞用としてご利用下さい。その際はパスワードなどを設定して頂けますようお願いします。 

⑦入場の際は、「駐車券」が必要です。郵送した「駐車券」を忘れないでください。駐車券の提示を求め 

られますのでご提示していただき、車外から見える場所に置いて下さい。 

  

   

 ★コロナ感染予防連絡会議（代表者会議）★ 

   大会開催に向けて、コロナ感染対策のために ZOOMにて会議を行います。 

各チーム1名（生徒不可）の参加をお願いします。 

     8月 3 日（水）18：30～（18：０0～参加確認可） 

    ID： 838 9942 8042 

    PASS ：  658972 

 

   ※画面上に「地区協会名・種別・名前」が表記されるようセッティングしてください。 

     表記例）「北海道・少年男子・〇〇」により参加確認をさせて頂きます。 
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チームへの連絡事項 

 

１．エントリー変更届（期日までに指定された方法で届け出る） 

 ①選手の番号の変更は認めない。 

③  予備登録選手より変更可  

③ 変更届を北海道バスケットボール協会のホームページからダウンロードをして、８月８日(月）まで 

に、メール（アドレス：hbataikai@yahoo.co.jp）で送付してください。なお、メールの件名に【国体

○○地区・種別・選手変更】と記入して送信してください。  

※メールを受理しましたら必ず返信しますので、8 月 9 日まで返信がない場合は北海道バスケットボ

ール協会（☎011-820-1632）までお問い合わせください。 

 

２．コーチライセンスについて 

 ①指揮を執るコーチ（C 級以上のスタッフ）は、ホルダーにコーチ証を入れて必ず首から下げて下さい。 

 ②今年度のコーチ証が届いてない場合は、前年度のコーチ証で対応して下さい。 

 

３．試合球について 

  試合球は、成年男子と少年男子は、モルテン 12 面体（B7G5000）、成年女子と少年女子は、モル

テン 12 面体（B6G5000）とする。 

  なお、試合球は、(一財)北海道バスケットボール協会が用意します。 

     

４．試合時間について 

  試合開始時間は原則として定刻どおり開始します。前の試合が遅れた場合は、前の試合終了後１０分 

後に試合を開始します。 

 

５．ベンチエリアについて 

 ①ベンチエリアに入れるのは、大会にエントリーされている選手（少年男女・成年女子１２名、成年男 

子１１名）とスタッフのみです。 

②エントリー外の選手がフロアに降りて観戦や応援をしないようにしてください。 

また、試合のコートでのアップもエントリー選手のみでお願いします。 

 ③トレーナーを同行する場合は、以下「6.トレーナーについて」.を参照してください。 

 ※ベンチエリア内でのビデオなどでの撮影は禁止します。コート向かい側で撮影して下さい。 

  

６．トレーナーについて 

 ①チームでトレーナーを帯同しているチームは、トレーナー（１名）はベンチエリアの横で待機して、 

けが人が出た場合処置をお願いします。 

②トレーナーが、試合の指示を与えたりしないようお願いします。  

  ※トレーナーは、トレーナー業務を行う方とさせて頂きます。保護者を入場させる目的で帯同、入場さ

せることはご遠慮ください。トレーナーもマスクの着用をお願いします。 
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７．ユニフォームについて 

 ①基本的にトーナメント表の番号の小さいチームが、TO 席に向かって右ベンチ・ユニフォームは淡色。 

②試合が連続するなどの理由で、ユニフォームの色を相手チームと交換する場合は、必ず大会本部（会 

場責任者）に連絡してください。また、その場合ベンチは最初に決められた場所を使用してください。 

 

８．アップ場所について 

① 各会場図を見て、間違えのないようにお願いします。 

②  飛沫感染の予防のためアップの際大きな掛け声は自粛してください。  

③ 第１試合のチームは試合の１０分前まで、自分のチーム前のコートでアップを行い、試合の１０分前

になりましたら、対角のコートへ移動願います。 

④ 試合前のアップについては試合会場の注意に従って行ってください。 

 

９．更衣について 

 ① 着替えについては、指定された場所を利用してください。 

② 絶対にベンチやフロアー、観戦席など、指定外の場所で着替えは行わないで下さい。 

また、一度にたくさんの人数で入ったり、部屋の中に長時間滞在しないようにしてください。 

③ 更衣室内もマスクの着用をお願いします。 

 ※コロナ禍のため、シャワーの使用は禁止しています。 

 

１0．飲料水について 

会場内の給水場の使用を禁止します。飲料水は各チームで事前に準備して下さい。 

※コロナ感染予防のため、ボトルの使い回しなどは行わないでください。 

 

１1．試合後のミーティングについて 

① 試合後のミーティングはできるだけ館外でお願いします。 

② 天候等により館内を使用する際は、混み合いますので「密」にならないよう配慮してください。 

 

１２．チームの団旗などの取付について 

  会場内にチームの旗（団旗）を付ける場合、選手のプレーおよび観戦の妨げにならないようご注意く

ださい。自分たちが試合をする時間帯のみとし常時団旗が会場内に取り付けられたままにならないよ

うお願いします。 

 

１３．自家用車での送迎について 

 ① 会場の入り口付近や、道路での待機は乗降後は速やかに移動をお願い致します。 

② 近隣の方々の迷惑になりますので、長時間の待機はご遠慮頂けますようお願いします。 

（近隣の方から施設に苦情が入ります。） 
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１４．体調不良の連絡 

   大会期間中、大会終了後２週間以内に濃厚接触者となった場合、陽性者が出た場合、主管者にチーム責

任者より報告をお願いします。 

 

１５．開閉会式について 

 開閉会式は行いません。 

男女の最終試合終了後、空いているコートにて「表彰」を行います。（優勝・準優勝・個人賞） 

  その際、係よりご案内をしますので所定の場所にお集まりください。 

  

 ★大会前、大会期間中の問い合わせにつきましては、下記にご連絡ください。 

 

      競技会委員長 森岡英生 携帯０９０－７５１８－５０７３ 
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■きたえーる会場図 

 

《２F チーム待機エリア》 
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《１F チーム応援エリア》 

 

 

 

《地下１F 競技フロアー》 
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