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当マニュアルは、新型コロナウイルス感染症の蔓延を受けて、国内外のスポーツイベント開催について安全に開催し
ていく上で新たな行動規範が求められている中、2022年12月17日（土）から18日（日）に開催を予定してい
る「2022宇都宮シクロクロス」（以下「本大会」）を安全に開催し、参加する選手や観戦者、関係者等が安心で
きる大会運営となるよう、まとめたものです。
なお、当マニュアルについては、ＵＣＩ（国際自転車競技連合）や政府、各省庁等の方針を踏まえ、作成してお
ります。
本大会に参加するすべての人は、このマニュアルを尊守しなければなりません。

▶︎はじめに

新型コロナウイルス感染症への感染、及び感染拡大を最大限防ぎながら、本大会を開催します。
その際、感染リスクを下げるために遵守すべき基準や対策、感染が生じてしまった場合の適切な処置について、選
手や観戦者といった対象者及び会場別に示します。

▶︎本マニュアルの目的

• 宇都宮シクロクロスに参加する選手・関係者
• 競技関係者（審判・立哨員等）
• 大会運営者（設営、イベント運営等）
• 観客（ＶＩＰ・来場者）
• 来場するメディア
• 飲食等ブース出展社

▶︎本マニュアルの適用範囲（対象者）

本文書の目的上、以下の定義を定めます。
• 主催者－「宇都宮サイクルスポーツ推進委員会」のことです。
• フィジカルディスタンス－他人と肩が触れ合わない距離を維持することです。
• マスク－外科用マスクまたは FFP2マスクが望ましいですが、繊維マスクでもかまいません。
• 新型コロナウイルス症状（感染の可能性を疑わせる下記症状）－

発熱(37.5度以上)、乾性咳嗽、疲労感、筋肉や関節の痛み、咽頭痛、下痢、結膜炎、頭痛、
味覚や嗅覚の喪失、皮膚の発疹、手足の指の変色、呼吸困難や息切れ、胸痛や圧迫感、発語や運動の喪失

• 濃厚接触者（国立感染研究所「積極的疫学調査実施要領」より）－
感染可能期間において当該患者が入院、宿泊療養又は自宅療養を開始するまでに接触した者のうち、
次の範囲に該当する者である。

▶︎定義

 患者と同居、あるいは長時間の接触（車内、航空機内等を含む）があった者
 適切な感染防護なしに患者（確定例）を診察、看護若しくは介護していた者
 患者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
 その他、手で触れることの出来る距離（目安として1メートル）で、必要な感染予防策なしで、患者と15分以
上の接触があった者（周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する）。

• 濃厚接触者の待機期間－
感染者と接触した日を0日として翌日から5日間とします。
ただし、2日目及び3日目の抗原定性検査キット（薬事承認のもの）を用いた検査（自費検査）
で陰性を確認した場合は、3日目から解除が可能となります。
（令和4年7月22日一部改正、厚生労働省「B.1.1.529 系統（オミクロン株）が主流である間の
当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的
疫学調査の実施について」より抜粋）
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UCI新型コロナウイルス感染症ガイドライン「Protocol for the organization of Cyclo-cross events in
the context of the COVID-19 pandemic」を踏まえ、対策を講じます。

▶︎本大会開催にあたっての新型コロナウイルス感染症対策の進め方

また、当該対策に加え、国政府や各省庁等の方針を踏まえ対応していきます。
尚、主催者とＵＣＩは、大会開催に必要な情報交換を行っていきます。

▶︎コロナ（COVID-19）対策コーディネーター

大会のコロナ対策コーディネーターを任命します。
コーディネーターは、大会期間中のコロナウイルス対策を統括し、有事の際は
状況を大会主催者に報告の上、対応を決定していきます。決定した対応内容
については、関係各所や機関に連絡します。

▶︎コロナ対応ドクター
大会のコロナ対応ドクターを任命します。
ドクターは、会場に設けた所定の「救護テント」に常駐し、感染の疑いがある者が出た場合には、
診察および抗原検査を直ちに実施します。

(b) コロナ対策の実施体制

（a）基本的な対策の進め方

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/assets.ctfassets.net/761l7gh5x5an/6J9stmEo2OIrC7tr8VqU2f/e471f21f58c91254b070daf24c3290cf/2022.06.27_COVID_Protocol_Road_ENG.pdf
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（1）本大会に出場する選手及び関係者

出場選手等で体調不良者が発生した場合の対応フロー

コロナ対策コーディネーター

体調不良者発生

コロナ対応ドクター（診察等）

疑いが無い場合
（抗原検査結果：陰性）

発熱等コロナ感染の疑い
が濃厚である場合

（抗原検査結果：陽性）

近隣病院へ

搬送

通訳や関係者を通して連絡

ドクターの指示に従い
経過観察

コロナ対策コーディネーター

①症状が軽い場合及び濃厚接触者
自身で病院へ

②症状が重い場合
緊急車両を手配し救急搬送

陰 性
陽 性

ドクターの指示に従い
宿泊先もしくは病院
にて経過観察

保健所

重傷者 入院・療養

軽傷者
発症日から7日間経過し、かつ症状が軽快後
24時間を経過した後療養解除

無症状者 検体採取日から７日経過後に療養解除
※５日目に検査キットで陰性を確認した場合、６日目解除

濃厚接触者の有無を確認（※濃厚接触者の定義はP2参照）

「有」の場合には，以下内容を伝える。
・ 他者との接触が無いようにすること
・ 体調不良者の抗原検査の結果が「陽性」となった場合には，近隣
病院へ搬送されること

コロナ対策コーディネーター

運営関係者 競技・関係者

重症化リスクのある方が陽性と
なった場合（重症化した方含）

必要に応じて抗原検査を実施

コロナ対応ドクターへ情報共有

発生届を保健所に通知

重症化リスクがない方
が陽性となった場合

陽性者へ状況報告

陽性者

連絡状況
確認

事前連絡

競技関係者

運営関係者

状況
報告
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（2）競技関係者・大会運営者

• 14日間の健康観察（スポーツ庁：スポーツイベント開催・実施時の感染症対策）
検温等、大会開催前14日間（12/3(土)～大会当日まで）の健康観察を十分に行ってください。
結果は、グーグルフォームに入力し、提出してください。

https://forms.gle/mGZ477QQ7zVi4qgH6

• 大会当日３日間は、各企業・団体代表者は、自社（団体）全員の体調に問題がないことを確認の上、
指定の様式「体調管理チェックシート（団体総括表）」に記入し各日下記に提出してください。

• コロナ対策基本事項（厚生労働省・検疫所・入国者健康管理センター：「日本へ入国・帰国する皆さまへ」より）
①マスク着用
②手指消毒
③３密回避（フィジカルディスタンスの確保） を徹底してください。

• 審判や関係者等は、大会当日７２時間前までに抗原検査を実施します。（協会の対策）
抗原検査キットは、業務従事日前までに郵送しますので，各自で検査を実施願います。

• 立哨員は、「観戦時コロナ対策案内ボード」を用いて、
観客への新型コロナウイルス感染症対策に係る案内を実施します。

https://forms.gle/mGZ477QQ7zVi4qgH6
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（3）レースに参加する一般選手・関係者

① ＡＪＯＣＣレース参加者，エンデューロ参加者

• 14日間の健康観察（スポーツ庁：スポーツイベント開催・実施時の感染症対策）
検温等、大会開催前14日間（12/3(土)～大会当日まで）の健康観察を十分に行ってください。

https://forms.gle/mGZ477QQ7zVi4qgH6

• 以下のいずれかの症状がある方は、参加を控えて下さい。

• コロナ対策基本事項（厚生労働省・検疫所・入国者健康管理センター：「日本へ入国・帰国する皆さまへ」より）
①マスク着用
②手指消毒
③３密回避（フィジカルディスタンスの確保） を徹底してください。

 ３７．５℃以上の発熱がある場合
 せき、頭痛、体のだるさ、のどの痛みなど風のような症状がある場合
 味覚や嗅覚の異常や食欲不振などの体調不良が感じられる場合

② ＵＣＩレース参加者

• ワクチン未接種（２回接種がまだの方）の場合は来場前日または当日に抗原検査の受検をお願いします。
• 14日間の健康観察（スポーツ庁：スポーツイベント開催・実施時の感染症対策）
検温等、大会開催前14日間（12/3(土)～大会当日まで）の健康観察を十分に行ってください。

https://forms.gle/mGZ477QQ7zVi4qgH6

• 以下のいずれかの症状がある方は、参加を控えて下さい。

• コロナ対策基本事項（厚生労働省・検疫所・入国者健康管理センター：「日本へ入国・帰国する皆さまへ」より）
①マスク着用
②手指消毒
③３密回避（フィジカルディスタンスの確保） を徹底してください。

 ３７．５℃以上の発熱がある場合
 せき、頭痛、体のだるさ、のどの痛みなど風のような症状がある場合
 味覚や嗅覚の異常や食欲不振などの体調不良が感じられる場合

https://forms.gle/mGZ477QQ7zVi4qgH6
https://forms.gle/mGZ477QQ7zVi4qgH6
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（4）観客

また、主催者における感染症対策に従い、観客の皆様は以下内容について守ってください。
当協会は、以下事項について、あらかじめホームページ等で周知します。

（A）基本的事項

• ご来場・ご感染の際には必ずマスクを着用してください。（※マスクは
「不織布マスク」を推奨いたします。）

• 体調が優れない方は、会場及びコース周辺での観戦を御遠慮下さい。
（例：37.5℃以上の発熱、席、のどの痛み、だるさ、味覚嗅覚の異
常などの症状がある場合）

〈海外渡航歴のある方〉
来場予定日より2週間前以内に政府から入国制限又は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
歴がある方は、来場をご遠慮ください。
〈新型コロナウイルス感染症に感染された方〉
症状がなくなったと感じられた場合でも、医療機関や保健所から療養終了の判断が出るまでは来場はご遠慮ください。
〈新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者と判断された方〉
濃厚接触者と判断された方又は濃厚接触者の疑いがある方については、待機期間中のご来場はご遠慮ください。

• 声を出す応援は不可とします。
• 選手とのハイタッチ、握手等はご遠慮ください。
• 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、下記に該当する方
については来場をご遠慮いただくよう、アナウンスを行います。
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（4）観客

（B）イベント会場やコース周辺での飲食

• 感染拡大防止の観点から、黙食とします。
• できるだけ速やかに食事を済ませ、マスクを着用するよう、心がけ下さい。

（5）メディア（スポーツ庁：スポーツイベント開催・実施時の感染防止策）

（A）基本事項

• 検温等、大会開催前14日間（12/3(土)～大会当日まで）の健康観察を十分に行ってください。
結果は、 グーグルフォームに入力し、提出してください。

https://forms.gle/mGZ477QQ7zVi4qgH6

• お互いの間隔（２ｍ程度）をあけて行動してください。
また、マスクを着用（不織布マスクを推奨）し、大声で話をしないようにしてください。

（B）本大会開催時

• 選手取材エリア、記者会見室においては、取材人数を最小限とするとともに、選手等とメディア関係者間のフィジ
カルディスタンスを確保し、取材備品（マイク・椅子・機材等）の清掃・消毒を徹底してください。

• メディアのスタッフ（人数・役割）、カメラ設置場所等の事前申請を必須とします。

• 入場時の体温測定及び手指の消毒を励行します。
• 来場時の検温で３７．５℃以上の場合は、入場をお断りいたします。

（6）飲食等ブース出展者
（スポーツ庁：スポーツイベント開催・実施時の感染防止策）

（A）基本事項

• 検温等、大会開催前14日間（12/3(土)～大会当日まで）の健康観察を十分に行ってください。
結果は、 グーグルフォームに入力し、提出してください。

https://forms.gle/mGZ477QQ7zVi4qgH6

（A）基本事項

https://forms.gle/mGZ477QQ7zVi4qgH6
https://forms.gle/mGZ477QQ7zVi4qgH6


4．シーン・会場別対策について

9

詳細対策

（Ａ）キックバイクオープンコース

（Ｂ）マウンテンバイク体験コーナー

実施日時 • １２月１７日（土），１８日（日） 9：00～15：30

基本対策 • マスク着用
• 検温・消毒

実施日時 • １２月１７日（土），１８日（日） 9：00～15：30

基本対策 • マスク着用
• 検温・消毒

（Ｃ）ＢＭＸショーイベント

実施日時 • １２月１８日（日） 9：00～15：30

基本対策 • パフォーマンス場所と観客との間のディスタンスの確保

（Ｄ）飲食エリア

基本対策 • マスク着用
• 消毒液の設置
• 黙食の案内
• 食べ歩きの禁止の案内
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・ COVID-19 PROTOCOLS – UCI（国際自転車競技連合）
(Protocol for the organization of Cyclo-cross events in the context of the COVID-19 pandemic ）

・ 緊急事態宣言解除後の大会開催に向けたガイドラインについて（2021年9月5日改定）-JCF（公益財団法人日本自転車競技連盟）
（ https://jcf.or.jp/%e7%b7%8a%e6%80%a5%e4%ba%8b%e6%85%8b%e5%ae%a3%e8%a8%80%e8%a7
%a3%e9%99%a4%e5%be%8c%e3%81%ae%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%8
1%ab%e5%90%91%e3%81%91%e3%81%9f%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%83%89%e3%83%a9-
2/?category=jcf）

・ スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン（令和3年11月5日更新版）-公益財団法人日本スポーツ協会
（https://www.japan-sports.or.jp/about/tabid1278.html）

・ 基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について-内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策
推進室長
（https://corona.go.jp/package/assets/pdf/jimurenraku_seigen_20220715.pdf）

▶︎参考文献

▶︎近隣の病院

医療機関名 所在 電話番号

宇都宮市夜間休日救急診療所 宇都宮市竹林町９６８ ０２８－６２５－２２１１

宇都宮市記念病院 総合健診センター 宇都宮市大通り１－３－１６ ０２８－６２２－１９９１

国立病院機構栃木医療センター 宇都宮市中戸祭１－１０－３７ ０２８－６２２－５２４１

上都賀総合病院 鹿沼市下田町１－１０３３ ０２８－９６４－２１６１

済生会宇都宮病院 宇都宮市竹林町９１１－１ ０２８－６２６－５５００

宇都宮南病院 宇都宮市八千代１－２－１１ ０２８－６５８－５５１１

鷲谷病院 宇都宮市下荒町３６１８ ０２８－６４８－３８５１

藤井脳神経外科病院 宇都宮市中岡本町４６１ ０２８－６７３－６２１１

さいとう医院 宇都宮市東峰町３０８０－６８ ０２８－６１３－５６６６

▶︎緊急時連絡先一覧

医療機関名 所在 電話番号

宇都宮中央警察署 宇都宮市下戸祭１－１－６ ０２８－６２３－０１１０

宇都宮市西消防署 宇都宮市鶴田２－２１－７ ０２８－６４７－０１１９

発熱等の症状がある際の受診・相談センター【県ｺｰﾙｾﾝﾀｰ】 － ０５７０－０５２－０９２

宇都宮市保健所
宇都宮市竹林町９７２

０２８－６２６－１１０２

宇都宮市保健所（生活衛生課 食品衛生グループ） ０２８－６２６－１１１１

https://jcf.or.jp/%e7%b7%8a%e6%80%a5%e4%ba%8b%e6%85%8b%e5%ae%a3%e8%a8%80%e8%a7%a3%e9%99%a4%e5%be%8c%e3%81%ae%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%ab%e5%90%91%e3%81%91%e3%81%9f%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%83%89%e3%83%a9-2/?category=jcf
https://www.japan-sports.or.jp/about/tabid1278.html
https://corona.go.jp/package/assets/pdf/jimurenraku_seigen_20220715.pdf

