
令和３年度全国中学校体育大会 第４３回全国中学校軟式野球大会（千葉大会） 

１．コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン（参加校用） 

  

本ガイドラインは、「令和３年度（公財）日本中学校体育連盟 全国中学校体育大会実施上のCOVID－１９感染拡大

予防ガイドライン」に基づいて作成しています。本ガイドラインは、今後の状況により変更することがあります。 

はじめに 

大会参加に際して、感染拡大予防のために下記内容を遵守してください。万が一、協力をしていただけない場合は、他

の参加者の安全を確保する等の観点から、大会への参加を取り消したり、途中退場を求めたりすることがあり得ます。 

大会参加要件  

以降、散見される感染の疑いとは、 

「風邪症状としての３７．５℃以上の発熱、（当該者の既往歴から想定しにくい風邪症状など）平時にはない体調不良、

味覚・臭覚異常」と定義します。 

① 監督会議開始時ならびに監督会議開始時以降に、感染者もしくは、濃厚接触者が本大会に参加している選手なら 

びに引率者に発生している場合は、そのチームの大会参加は認められません。 

② 監督会議前１４日（８月６日）以内に感染者もしくは、濃厚接触者と認定された者の参加は認められません。またそ 

の場合、監督会議開始時に所属するチーム関係者で本大会に参加する全員に対し、感染は否定されているとする 

明確な医師の診断がない限りは、そのチームの大会参加は認められません。 

③ 監督会議前１４日以内に、感染が疑われる者が発生した場合は、その者は病院を必ず受診し医師の診断を受け 

てください。感染は否定されているとする明確な医師の診断がない限りは、その者の大会参加は認められません。 

また、その者が感染者もしくは、濃厚接触者と認定された場合は、②の対応に進みます。 

④ 監督会議前１４日以内に政府からの入国制限、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の参加は認められません。またその場合、監督会議開始時に所属するチーム 

関係者で本大会に参加する全員に対し、感染は否定されているとする明確な医師の診断がない限りは、そのチー 

ムの大会参加は認められません。 

⑤ 監督会議開始時以降に、感染が疑われる者が本大会に参加している選手ならびに引率者に発生した場合は、そ 

の者が所属するチームの大会への参加を辞退していただきます。また、病院を受診し医師の診断を受けてください。 

⑥ 監督会議前１４日から監督会議開始時以降に同居人に感染が疑われる者がいる場合、または、発生した場合は 

即時、病院を受診し医師の診断を受けてください。その診断結果により、上記①～③への対応に進みます。 

⑦ 試合実施時以降、対戦した相手チームの登録選手ならびに引率者に感染者や濃厚接触者、感染の疑いがある者 

が発生した場合はそのチームの大会参加を辞退していただくこともあり得ます。 

⑧ 提出物を提出していない者の参加は認められません。（提出物については後述ならびに別紙） 

⑨ 大会参加においては、必要最小限の人数での参加をお願いします。 

【重要】監督会議2週間前から大会会期中に、感染者、濃厚接触者、感染が疑われる者が発生した場合、速やかに 

    大会本部（ ０９０－１４１８－６６４９ ）に連絡をしてください。※事故発生時も同様。 

大会終了後の対応 

①大会終了日から２週間以内に、大会参加者（保護者も含める）に新型コロナウイルス感染症への感染が分かった場 

  合は、ただちに引率者から大会本部へ報告してください。 

感染防止対策 

① 観戦可能者 

ⅰ登録外選手  ⅱ保護者（同居家族）  ⅲ学校関係者（当該校在籍職員） 

   以上とします。当日の混乱を防ぐためにも、各学校から確実に連絡をしてください。 

② 入場 

・事前に、（別紙１）体調記録表および（別紙４）行動履歴書の内容を、（別紙２）学校同行者体調記録表にまとめて 

記入してください。試合日全日に、当日の体温を追記し、本部に提出していただきます。 

・大会参加者は全員検温をして会場にきてください。 

・会場到着時に、チーム担当が再度検温をします。 

・（別紙２）学校同行者体調記録表に当日の体温を追記し、本部に提出します。 

・登録選手、引率者、ノック補助生徒は、チーム担当の指示のもと会場に入場します。 

※（別紙６）会場利用者名簿を引率者がお持ちの場合は、会場入場前にチーム担当にお渡しください。保護者代 

  表などがお持ちの場合は、スタンド受付にて保護者代表から預かります。 

・登録外選手は、チーム担当者とともにスタンド受付に向かいます。 

※登録外選手は、（別紙３）来場者体調記録表の提出が必要となります。準備を忘れないよう御指導ください。 
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③ 医療機関への搬送 

【球場ならびに練習場発生時】 

ⅰチーム担当や救護部を中心に対応を判断します。 

ⅱ医療機関に移送する場合は、選手の在籍する学校関係者が同乗してください。また、速やかに状況を大会本 

部に連絡してください。 

ⅲ受診後に（救護様式３）受診報告書に必要事項を記入して、原則、当日に各会場本部に提出してください。時間 

帯によって、各会場への提出が困難な場合は、チーム担当に御相談ください。 

【宿舎発生時】 

ⅰ各校で当該生徒の症状に応じて救急病院に連絡、または救急車を要請してください。 

※救急病院などの連絡先は、医療機関一覧表を参照してください。 

ⅱ医療機関に移送する場合は、各校の責任において移送するとともに、選手の在籍する学校関係者が同乗して 

ください。また、速やかに状況を大会本部に連絡してください。 

ⅲ受診後に（救護様式３）受診報告書に必要事項を記入して、翌朝チーム担当者（宿泊・輸送部）に渡してください。 

※チーム担当者（宿泊・輸送部）が、受診報告書を試合会場の各会場救護部責任者へ提出します。 

＊保険証の準備をお願いします。 

＊生徒の医療費については「独立行政法人日本スポーツ振興センター」で対応します。 

＊ケガなど事故発生時の対応も同じとなります。 

④ マスクの着用（熱中症などの健康被害が想定される場合は、その限りではない。） 

・競技およびウォームアップ実施以外は原則マスクを着用してください。 

・ベンチ内では原則マスクを着用してください。 

・日常的にマスクを着用し、移動中の着用も努めてください。 

・メンバー交換の際や選手変更・交代の申し出の際は、各々マスクを着用して行ってください。 

・マスクを外さざるを得ない場合には、ソーシャルディスタンス(2m)が保たれていない状況下での会話・声掛け・大 

声は控えてください。 

⑤ 手洗い 

⑥ ・こまめな手洗いと手指消毒を行ってください。ソーシャルディスタンス 

・練習及び試合において、選手同士が密集・密接となる場面での声出しは控えましょう（円陣等）。 

・肌が触れあうハイタッチは推奨しません。 

・応援席も一定の距離（2m）を保って観戦してください。大きな声での声援は控えてください。 

・食事は他者と距離をとり、会話は控えましょう。 

書類関係の確認と提出の流れ 

① （別紙１）体調記録表および（別紙４）行動履歴書の内容を、（別紙２）学校同行者体調記録表にまとめて記入してく

ださい。試合当日に、（別紙２）を引率者が大会本部に提出してください。 

② 大会終了後２週間も、（別紙１）および（別紙４）を継続して記入してください。 

③ 観戦者は、試合当日、受付にて、（別紙３）来場者体調記録表を提出します。事前に配布し、本人が受付にて提出

できるよう確認をしてください。 

④ チームで（別紙６）会場利用者名簿を作成し、試合当日に提出してください。引率者からチーム担当に提出するか、

保護者代表からスタンド受付に提出してください。 

⑤ （別紙５）同意書を保護者から各学校長へ提出してください。（学校保管） 

⑥ 感染症関係で医療機関を利用した際は、（救護様式３）受診報告書を作成し、大会本部に提出してください。宿舎

利用時に、医療機関を利用した際は、翌日朝にチーム担当に提出してください。 

大会開催可否判断について 

① 大会期間中に感染者が発生した場合には、大会本部が保健所等の外部機関と連携し、大会を中止・継続するかを 

  即協議し判断します。 
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大会参加までの流れ（フロー図）      参考：日本中体連ガイドライン 令和３年２月２２日 

 

 

【生徒・保護者】 

 

 

 

 

 

【学 校】 

 

 

     ※同意書は学校で保管 

 

 

 

 

 

 

 

                          【すべての関係者（登録選手・引率者以外】 

                          （別紙１）体調記録表記入          （別紙３）来場者体調記録表提出 

                          （別紙４）行動履歴書記入          （別紙６）会場利用者名簿提出 

   ※（別紙４）行動履歴書は、罹患者が発生した時に必要となる場合があるため、大会終了1ヶ月程度、各自で保管 

      しておくこと。 

 

出場選手の中で、大会期間中に新型コロナウイルス罹患者、疑いのある者が発生した場合の流れ 

 

 

     

 

 

 

 

                                        紹介された医療機関の指示に従って受診・ 

                                        ＰＣＲ検査を行う。※保険証持参 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大会本部（ ０９０－１４１８－６６４９ ） 

発熱などの症状がある場合 

引率者 

ＰＣＲ検査陽性反応 

 

参加生徒の健康面を踏まえ、大

会参加の可否を判断する。参加

する場合、（別紙５）同意書記

入、保護者押印 

～大会申込 ２週間前～前日 当日～期間中～終了後 

報告１ 大会本部 医療機関（裏面参照） 

保健所や医療機関の指示に従い隔離・療

養・保護者への引き渡し方法の確認 

引率者 

報告３ 大会本部 ＆ 受診報告書提出 

※大会本部は大会実施の可否を検討 

該当生徒保護者・学校に連絡 

3 

校長が同意書確認 

校長が大会申込書に押印し、 

専門部に提出 

顧問は、（様式１）体調記録表を

もとに日々生徒の体調を確認。 

変更、出場自粛等あれば、専門

部に連絡 

引率者は、大会当日、生徒および

引率者の２週間分の記録内容

を、（別紙２）学校同行者体調記

録表にまとめて記入し、大会本

部に（別紙２）のみ提出 

※（別紙１）体調記録表は顧問が

保管 

引率者は，大会前の２週間分の（別紙１）体調記録表、（別紙４）行動

履歴書を記入 

※大会前後２週間（計約４週間）記入 

） 

生徒は、大会前の２週間分の（別紙１）体調記録表、（別紙４）行動履

歴書を記入 

※大会前後２週間記入（計約４週間）記入 

報告２ 大会本部 



 

２．事故等対応の手引き 
・P２上部の「③医療機関への搬送」と同じになります。 

＊生徒の医療費については「独立行政法人日本スポーツ振興センター」で対応します。 

 

３．メディカルサポート利用の手引き 
メディカルサポート利用までの流れ 

①コンディショニングサポートの事前申込を一読ください。 

②予約方法 

   ・コンディショニングサポートの事前申込用紙を監督会議時に提出してください。 

   ・日時が決まりましたら、救護部長から引率者へ御連絡します。 

③実施日の予定時刻になりましたら、選手は各会場本部に来てください。各会場救護部が処置室へ案内します。 

④会期中の当日に予約外のコンディショニングサポートの実施も可能です。その際は、各会場本部にお申し出ください。 

但し、予約を優先しますので御希望にお応えかねることがあります。 

 

 

医療機関一覧 

【新型コロナウイルス等 感染症指定医療機関】 

医療圏名 第２種感染症指定医療機関（知事指定） 電話番号 休診 日 

千葉 千葉市立青葉病院（千葉市） 043-227-1131 土・日・祝日 

千葉・市原 千葉大学医学部附属病院（千葉市） 043-222-7171 土・日・祝日 

東葛南部 船橋中央病院（船橋市） 047-433-2111 なし 

東葛南部 東京ベイ・浦安市川医療センター（浦安市） 047-351-3101  

君津 君津中央病院（君津市） 0438-36-1071 土・日・祝日 

【千葉県・各市発熱相談センター】 

◆千葉県新型コロナウイルス感染症に関する電話相談窓口 

 ＴＥＬ ０３－６７４７－８４１４   ２４時間対応（土日祝を含む） 

◆千葉市新型コロナウイルス感染症相談センター 

 ＴＥＬ ０４３－２３８－９９６６   ９：００～１９：００（土日祝は１７：００まで） 

◆市原市コールセンター 

 ＴＥＬ ０４３６－２２－１１１２   ８：３０～１７：００（平日のみ） 

◆浦安市新型コロナ健康相談ダイヤル 

 ＴＥＬ ０４７－３８１－９０１３   ９：００～１６：００（平日のみ） 

◆袖ケ浦市新型コロナウイルス対策支援室 

 ＴＥＬ ０４３８－６２－２３２３   ８：３０～１７：１５（平日のみ） 

【各球場・選手宿舎所在地管轄の保健所】 

◆千葉市保健所             管轄：千葉市 

 ＴＥＬ ０４３－２３８－９９２０ 

◆市原保健所（市原健康福祉センター）  管轄：市原市 

 ＴＥＬ ０４３６－２１－６３９１ 

◆市川保健所（市川健康福祉センター）  管轄：市川市 浦安市 

ＴＥＬ ０４７－３７７－１１０１ 

◆君津保健所（君津健康福祉センター）  管轄：木更津市 君津市 富津市 袖ケ浦市 

ＴＥＬ ０４３８－２２－３７４３ 

◆船橋市保健所             管轄：船橋市 

ＴＥＬ ０４７－４０９－３６６８ 
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【一般的な怪我・病症の医療機関】 
●大会会場 

○練習会場  主な医療機関 電話番号 
休診 

日 
【千葉市】 

●ZOZOマリンスタジアム 

○真砂中学校 

○磯辺中学校 

千葉大学医学部附属病院（千葉市）  
８：３０～１０：３０ 
：内科 アレルギー科 血液内科 外科 漢方内科 精神科 神経科 

神経内科 脳神経外科 呼吸器科 呼吸器外科 消化器科 腎臓内科 

循環器科 心臓血管外科 小児科 小児外科 整形外科 形成外科 

美容外科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 内分泌内科 糖尿病内科 

眼科 耳鼻咽喉科 リハビリ科 放射線科 歯科口腔外科 麻酔科 

乳腺外科 

043-222-7171 

土・日 

祝日 

千葉医療センター（千葉市）  
８：３０～１１：００ 
：内科 外科 精神科 神経内科 脳神経外科 呼吸器科 呼吸器外科 

消化器外科 消化器科 循環器科 心臓血管外科 小児科 整形外科 

形成外科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 内分泌内科 糖尿病内科 

眼科 耳鼻咽喉科 リハビリ科 放射線科 歯科 歯科口腔外科 

麻酔科 乳腺外科 

043-251-5311 

土・日 

祝日 

千葉メディカルセンター（千葉市）  
８：２０～１１：００ 
：内科 血液内科 リウマチ科 外科 神経内科 脳神経外科 呼吸器科 

消化器科 循環器科 小児科 整形外科 形成外科 皮膚科 泌尿器科 

産婦人科 内分泌内科 糖尿病内科 眼科 耳鼻咽喉科 リハビリ科 

歯科 歯科口腔外科 麻酔科 乳腺外科 

043-261-5111 

日曜 

祝日 

千葉県こども病院（千葉市）  
９：００～１７：００ ※原則として15歳（中３）までが対象 
：アレルギー科 血液内科 精神科 神経内科 脳神経外科 腎臓内科 

循環器科 心臓血管外科 小児科 小児外科 整形外科 形成外科 

泌尿器科 産科 内分泌内科 眼科 耳鼻咽喉科 歯科 麻酔科 

043-292-2111 

土・日 

祝日 

【夜間】千葉市立海浜病院（千葉市） 
１９：００～２４：００（土日１８：００～２４：００） 
：内科 小児科 

043-279-3131 

なし 

【市原市】 

●ゼットエーボールパーク 

○養老川臨海第１球場 

○養老川臨海第２球場 

帝京大学ちば総合医療センター（市原市） 
８：３０～１４：３０（土曜８：３０～１１：３０） 
：内科 循環器科 神経内科 外科 整形外科 産婦人科 小児科 

 眼科 耳鼻咽喉科 皮膚科泌尿器科 メンタルヘルス科 麻酔科 

放射線科 脳神経外科 リハビリ科 心臓血管外科 形成外科 

 歯科口腔外科 

0436-62-1211 

日曜 

祝日 

【夜間】市原市急病センター（市原市） 
２０：３０～２３：３０ 
（日祝 内科・小児科 ９：００～１７：００ ２０：３０～２３：３０ 

        歯科 ９：００～１２：００） 

：内科 小児科 歯科 

0436-21-5771 

なし 

【浦安市】 

●浦安市運動公園野球場 

○浦安市軟式野球場Ａ面 

○浦安市軟式野球場Ｂ面 

浦安中央病院（浦安市） 
９：００～１２：００ １４：００～１７：００ 
：内科 外科 整形外科 脳神経外科 形成外科 泌尿器科 

循環器内科 呼吸器内科 糖尿病内科 消化器外科 

047-352-2115 日曜 

祝日 

順天堂大学医学部附属浦安病院（浦安市） 
９：００～１１：００ 
：総合診療科 循環器内科 消化器内科 呼吸器内科 腎・高血圧内科 

膠原病・リウマチ内科 血液内科 糖尿病・内分泌内科 脳神経内科 

メンタルクリニック 小児科 麻酔科（ペインクリニック） 

リハビリ科 女性専用クリニック 女性アスリート外来 

消化器・一般外科 乳腺・内分泌外科 心臓血管外科 呼吸器外科 

小児外科 脳神経外科 整形外科 形成外科・再建外科 皮膚科 眼科 

泌尿器科 耳鼻咽喉科 放射線治療外来 産婦人科 癌治療センター 

047-353-3111 日曜 

祝日 

【夜間】浦安市急病診療所（浦安市） 
２０：００～２３：００ 
：内科 小児科 

047-381-9999 なし 
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【袖ケ浦市】 

●袖ケ浦市営球場 

○昭和中学校 

○蔵波中学校 

袖ケ浦さつき台病院（袖ケ浦市） 
９：００～１１：３０ １３：４５～１６：４５ 
：内科 外科 整形外科 心療内科 神経科 眼科 耳鼻咽喉科 

 皮膚科 神経内科 脳外科 リハビリ科 精神科 

0438-62-1113 日曜 

祝日 

【夜間】君津郡市夜間急病診療所(木更津市) 
８：００～２３：００ 
：内科 小児科 

0438-25-6284 なし 

 

（大会本部 TEL ０９０－１４１８－６６４９ ） 

 

【急患】  通常の診療費のほかに， 

診療情報提供書（紹介状）がない場合には選定療養費， 

時間外の受付の場合には時間外選定療養費がかかることがあります。 

      保険証コピーが不可の病院もあります。 

 

＊急患の場合は，必ず電話連絡をして受け入れを確認してください。 

便利なＨＰもご利用いただけます。 

「ちば医療なび  http://www.iryo.pref.chiba.lg.jp/ 」  受診可能な医療機関が検索できます 
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