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第2回 平和カップひろしま国際ソフトテニス大会要

第 12回「/ジア織ヽ大会(1994年 )・ 第 121量 1脚 :界選手権大会 (2α)3年)が,広島||「で開催さオ1た 二
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【新型コロナウイルス感染防止対策への御協力について】

: 参な旧者^。 来場者|■,添付′)|,新型コロザーウイルス感染防止策|チ コ:ッ クリスト:を事前に熟読 t´ 、遵守
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新型コロナウイルス感染防止策チェックリス ト

大会の開催に当たり、新型コロナウイルス感染症への感染防止、その他熱中症等の体調不良にならないよ

う、次のとおり、参加の利牛や守つていただきたい事項をまとめました。

あなた力ヽ 感染予防の行動をとらないと、ソフトテニスの仲間を感染症の危険にさらすことになります。

今後も継続して大会が開催できるよう、協力をお願いいたしノます.

r多履 犠 催 貯 ドベ欝 顎 ノ

□ 「大会受付票兼健康状態申告書」を提出すること。参力]者の受付に使用します。

(本票を提出しなしヽ場合、当日の体温が 375℃以上場合、参all者 が自主的に参力0を見合わせる事項に該

当する場合は、参加が認められません6)

国 会場への入場は、原貝」、参加者のみとする。(家族等関係者が一緒に入場する場合は、関係者も「1硼蒙状態申告

書Jを提出すること。)

EI 原員Jと して、待機場所は屋タトとする。屋内での待機は、できなしヽ

□ 会場内では他人との距離を211wtt L確保すること。コート内においてもできるだけ2nn以上を確保するよう努力

tム ヘアで話をする際には、対面しないようにすること.

□ 試含前のアソフや試合におしヽて、選手が密集・密接する円陣や声出臥 整列などは控えることで,

ロ マスクを持参 。着用すること。C式合中の着用義務はないc)ただし 熱中症の危険もあるので、やむをえずマス

クを外す場そ副よ、人との距離を211n以上確保すること。(マスクを忘れた方用に、本部で販売します。)

□ 試含前後だけでなく、こ讀めな手洗い、アルコー)時による手指消毒を実施すること。(洗面所にはハンドソープ

を、各コート及びクラブハウス1階には消毒液を設置します。)

□ 試含前後の挨拶、 トスはネットから
`;ln以

上離れて行うこと`,また、試含後の握手は行わないこと,

ロ ヘアなととのハイタッチやlPi手は行わず、至近距離での声推Nりや大声を出す等の行為も行わないこと4,

□ 言式含後はベンチで人との距離をとり、息を整えてからスタンドで待機すること
=

Li -11の応1漫者について|ま、観客席か「密」|こ ならないよう|こ一定の距高tを保 Dて種;:戦するよう、デームことで応

援者に)主意喚起を行うことt

ロ チーム内などにおいて感染者が発生した場合は、チームを活動停止するとともに大会への出場を中止し、関係者

に連絡することc

□ 用具や用品 (ラケット、タオルなど)の共用禾」用はしないことぃ

□ 観戦中は、大きな声で会話 。応援等をしないこと。

□ 飲食は、周囲の人となるべく距離を取つて対面を避け、会話は控えめにし、取り分けや回し飲みはしないこと(,

□ 厚生労lCI省が開発した新型コロすウイルス接触確認アプ1り (C∝OA)及び「広島コロすお知らせQR」 を積極

的に活用することぃ

ロ ゴミは、各|ヨで持ち帰ること.

□ 大会前後のミーティングや懇親会等においても、三つの密を避|り ること。

□ 感染防止1のため日本ソフトテニス連盟が定めた「ソフトテニス大会等の再開に向けた感染拡大予防カイ ドライン

について」、その他のi占置を遵守し、主催者の指示に従うこと。

□ 大会終了後2週間以内に新型コロすウイルス感染症を発症した場合は、主催者に文」して速や力ヽ こ濃厚接触者の有

無等につしヽて報告すること。
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A全 受付票 兼 健康状態申告豊

チーム単位で、本部受付に提出願います。 (2日 目も必要です )

本彎1の提出が無い場 f)、 当 ||コ ー ト υ゙)検温 〔体温が 37 5t以 11グ )場 合

'・
,ン クが無い場合は、111場 を記、どノFに

ヽ

本調査は、大会終 |´ 後 2週 間以 |り Jに 、参加者が新型 コ |〔 サウイルス感染症右
(f,t健所等 )′ 提ヽ出11´ ■

‐
1

保存期間 :大会終了後1ケ 月

過去 2週 間の確認事 Iり11

発り11ヒ た́場 合に必要 1司 i]「
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鐘 菫 重 重 ≧ _= 連絡先 (携帯電話等 )

選手変更の場合
/i録選手を記lt

広島市中|<基田
|
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|___

来

1

|1邑 去 2i旦 1古 lυ ,確認事項 ||li/,い (は、以 卜2項 目について対象でないご_と を確認 |る
.

・ 平熱を超える発熱 、咳 (せ さ)σ )ど の/1iiみ 4rど 風川;グ )サil状 、だるさ (倦怠感 )、 慶、苦 [´ さ (1叫
l吸

Llkl難 )、 lll党 や味覚の賢1常 、体が重 (感 じる、疲れやすい等の症 |ナt 但 l、 新型 コ ゴナ ウイルス
感染検査 で「陰性」υ)場

`)は

問題な ●

新型コlfナ ウイルス感染症陽性 とされた者との濃厚接触、同居家族や身近な知人に感染が疑われる
方、す邑去 卜 1日 以内に政府から入国市1製 、人口後のEll察 期間を必、要とされているlll`地 域等への波
航 又は当該在住者 とプ)濃厚接触し

出現 ll「 tt γ:

広 |ヽも 大劇:

i過 去 2 illll問

36.5(|


