全日本スピードスケート選手権大会
2020 年 12 月 8 日
公益財団法人日本スケート連盟

チームインフォメーション
1．

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策について

本連盟基準の「新型コロナウイルス感染症(COVIＤ-19)対策としてのスポーツ活動再開ガ
イドライン」を基に、競技会開催地の都道府県関係部局の指示を仰ぎながら、その施設や地
域の実情に合わせた「感染拡大防止対策」に取り組むものとする。遵守できない参加者には、
他の参加者の安全を確保する等の観点から、参加を取り消したり、途中退場を求めることが
あります。
① 以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせること。
ア）

体調がよくない場合（発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）

イ）

同居家族や身近な人に感染が疑われる方がいる場合。

ウ）

過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・
地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合。
尚、詳しくは「新型コロナウイルス(COVIID-19)感染症対策における大会参加
基準について」を参照の事。
https://www.skatingjapan.or.jp/whatsnew/detail.php?id=64

② マスクを持参すること。
③ こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること。
④ 他の参加者、主催者、スタッフ等との距離を確保すること。
⑤ 競技中に大きな声で会話、応援をしないこと。
⑥ 感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指示に従うこと。
⑦ 本競技会終了後 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、主催者に
対して速やかに濃厚接触者の有無等について報告すること。
⑧ 本連盟は、本競技会に関わる全ての人の新型コロナウイルス感染に対するいかなる責任
を負わない。
2．

健康管理チェックについて

12 月 27 日(日)公式練習より正面エントランスで公式練習に参加される選手・監督・コー
チの皆さんの「検温と健康チェック」を行います。
なお、「JSF ヘルスチェック」アプリを使用していない選手・監督・コーチは、「健康調査
票 12/13～12/26」を提出して下さい。
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12 月 28 日(月)～30 日(水)は、正面エントランスの検温受付で選手・監督・コーチの皆さ
んの検温をし、問題がなければシールを ID カードに貼り付けての入場となります。
3．

一般事項について

代表者会議及び抽選について
12 月 27 日(日) 17:00 より明治オーバル研修室に於いて開催します。
① 代表者会議
ア）

代表者会議は、最初の会議のみとします。各チームの代表者は必ず出席してくだ
さい。

イ）

棄権届の提出を義務付けます。棄権届は、各日距離終了時までにレフェリーに
提出して下さい。

② 抽選について
ア）

代表者会議後に実施します。

イ）

その後の抽選は競技終了 30 分後からレフェリー団にて行い、スタートリスト
はスケジュールとともに、ホームページに掲載します。
https://seikosportslink.com/skss/101/006/index.html?i=1101120140
また、正面エントランスに貼り出しますので、ソーシャルディスタンスの確保
をし、ご覧下さい。

4．

受付について

① 出場選手及び各チーム監督・コーチは、必ずヘルスチェックを受けて下さい。
12 月 27 日(日) 13:00～17:00 正面エントランスで受付を行います。
事前の PCR 検査および当日の検温と健康チェック（14 日前まで）で問題が無い方に、
ID カードを発行します。
出場選手は ID カード・プログラム・参加賞をお受取ください。
※監督・コーチにはプログラム・参加賞は配布しません。
② 受付は、個人個人で受付をしていただく形となります。
代表者による受付は出来ませんのでご注意下さい。
③ 受付窓口は、男子選手用 2 ヶ所、女子選手用 2 ヶ所、監督・コーチ・その他 1 ヶ所を
もうけます。
④ ID カードについて
本大会では新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、選手および関係者全員に事前の
PCR 検査を行います。（検査費用は本連盟負担）
ア）

チームスタッフおよび会場入りする関係者の方は、全員必ず以下のフォームか
ら事前に ID カードを申請して下さい。
※エントリーデータから ID を発行しますので、選手の事前申請は不要です。
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イ）

申請を元に検査の手配をします。検査が完了していない場合や当日の申請につ
いては一切 ID カードを発行しませんのでご注意下さい。

ウ）

ID カード受取の際は記載されている所属・氏名を確認して下さい。

エ）

ID カードは、会場内では必ず携帯して下さい。

オ）

ID カード及び場内規制は、選手・監督・コーチのみなさんがレースに専念出来
るよう実施するものです。

ID 申請フォーム（締切：12 月 14 日(月)正午）
https://forms.gle/ad1oBSqxwSUn7e4j9
⑤ アームバンドの受け渡しについて
2020/2021 シーズンは新型コロナウイルス感染症対策として、本連盟主催の競技会
について、アームバンド（代用品）を参加選手に無償提供します。
シーズンを通して個人がアームバンドを保管し、大会出場ごとに使用していただきます。
ア）

本競技会での受け渡しについては、受付にて ID カードとともにお渡ししますの
で、お受け取りください。
（各自に白・赤・青・黄それぞれ 1 色ずつ、計 4 枚）

イ）

全日本距離別選手権、全日本選抜競技会参加選手については、すでに白・赤・黄・
青を配布しておりますのでそれを利用して下さい。

ウ）

アームバンドは今シーズン中開催される競技会で使用しますので自己管理の下、
大切に保管してください。

5．

館の開閉時間及び公式練習時間・ウォームアップ時間について

12 月 27 日(日)
開閉館時間

13:00～19:00

公式練習

14:00～15:00

整

氷

15:00～15:15

公式練習

15:15～16:15

（スタートトライアル 14:20～14:50）
（スタートトライアル 15:35～16:05）

尚、12/27 の公式練習は新型コロナウイルス感染対策として下記のとおり各チームを第１
ブロックと第２ブロックに振り分けましたので、指定されたブロックで練習をしてくださ
い。
第 1 ブロック

第 2 ブロック以外の選手

14:00～15:00
第 2 ブロック

ナショナルチーム・ディベロップメントチーム

15:15～16:15

相澤病院・信州大学・電算・直富商事・ANAAS
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12 月２８日(月)
開閉館時間

10:30～19:00

公式練習

11:15～11:55

整

氷

11:55～12:10

ウォームアップ

12:10～12:40

開会宣言

12:40

公式練習

競技終了後 30 分

12 月 29 日(火)
開閉館時間

10:30～19:00

公式練習

11:15～11:55

整

氷

11:55～12:10

ウォームアップ

12:10～12:40

公式練習

競技終了後 30 分

12 月 30 日(水)
開閉館時間

07:30～19:00

公式練習

08:15～08:55

整

氷

08:55～09:10

ウォームアップ

09:10～09:40

6．

注意事項について

① リンクでの滑走時以外については、必ずマスクの着用をお願いします。
② 全面整氷時は一旦、リンクからあがって下さい。
③ ランニング等は明治オーバル（屋外）周辺、リンクサイドを利用してください。
また、ソーシャルディスタンスを保って実施してください。
④ メーター等を持参したチームは、選手更衣室への運び込みは禁止しますので、更衣室奥
のリンク側出入口外、第 4 コーナー裏エリア（会場図 1F㉒）に設置し、使用して下さ
い。
⑤ レース中のウォーミングアップの使用は、当該距離のスケーターのみとします。
混雑回避・安全確保の為ご協力下さい。又、集団滑走もご遠慮下さい。
⑥ トラック内側の防護マットについて
トラック内側の防護マットは、期間中ストレートと第 1 コーナーにのみ設置してあり
ます。
（氷上への出入り口を除く）。第 2 カーブ部分には設置されませんのでご注意くだ
さい。
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また、トラック内側の防護マットには、物を置いたり、腰をかけないようお願いします。
⑦ 監督・コーチのコーチングゾーンへの出入りは、南側リンク外周の（バックストレート）
にリンクへの入り口を作ります。
なお、待機用にベンチは、用意しますが、担当するレース終了後はただちに密を避ける
ため退場してください。
⑧ レースの観戦・待機は、ホームストレート観客席をご利用ください。着席の際は、ソー
シャルディスタンスの確保をお願いします。
7．

選手更衣室について

① 更衣室の使用は、新型コロナウイルス感染症対策の 3 密を避けるため、着替えのみの使
用とし、待機やアップ等の使用は厳禁です。
なお、着衣終了後は、ただちに退出し、待機・観戦については、リンク観客席を利用し
て下さい。
着席の際は、ソーシャルディスタンスの確保をお願いします。
② 更衣室は換気の為、扉や窓は全て開放しますのでご了承下さい。
更衣室への入退室の際は、必ず手指消毒を更衣室前エントランスにて実施して下さい。
8．

開会宣言について

開会宣言は行わない
9．

表彰について

各距離終了後に表彰を行いますので入賞者は、表彰場所リンク中央にお集まり下さい。
10． 取材について
① 大会当日は各距離レースの終了後に 1 階更衣室右端の部屋で行う予定です。
指名された選手はご協力下さい。
② 取材についてはいずれもリモート等を使用し、最小限の人数で実施します。
11． 情報提供について
① スタートリストは、競技当日、正面エントランスに各チーム一部ずつ渡るようにご用意
します。
② 競技結果は、競技役員控室の廊下に掲示し、各チームには配布しませんので、ホームペ
ージ等でご覧ください。
https://seikosportslink.com/skss/101/006/index.html?i=1101120140
以上

