上l沖縄県サンカ
(一ネ

協 会新型コロナウイァ
レス等感染症拡大防止ガイドライン
土l沖 縄県サッカー協会
(一 ネ

レス等感染症拡大防止対策の為、下記を遵守して下さヤ屯
新型 コロナウイァ

1.以 下の事項に該 当する場合は自主的に試合の参加を見合わせて下さし屯
・ 当日自宅にて険温を行い 37.5度 以上♂
黙 が渉)る 場合。
・ 閑 胃が良くな 端
・

G

・同居家族や身近な人に感染が疑われる方がいる場合Э
・ 過去 14日 以内山晩府から入 国制限、入国後の観察期間を必
要とさオ
%国 、地域等への渡
航又は当該在住者との濃厚接触力あ る場合。

2.試合会場にての対応
大会担 当者
・ 大会担当者′
ま)能軸鯉 検温器及び手指消毒液を常備する。
・ 来場時￨ョ ま科 辞肖毒及び検温を徹底して実施する。
・大会担 当者はチェック時に選手・役員全員 の検温を行い 37.5度 上の
以
熱がある選手・役員は
試合i功 ]す る事が笙 ないのコ 予宅を宣告して下さし屯
。
大会参加者のチェンクリスト
を用意す金

チーム役員、来場者)
(選 手、

ストとイ
(チ エンクリ
ま、クラスター発生日
寺に全員と連絆,力 潮勃‰ こと)

チー.ム
・ 試合前のアップ、試合中以外は必ずマスクを着用して下さVL
・ 試合前、終了後の整列挨拶、円陣は行わないようにして下さし
屯
・ ベンチではマスクを装着し、間隔をおいて着席するようにして
下さしも
・ 水の回し飲みはやめ、マイドリンク(ボ ト
ルlを 時参して下さしゝ
・ 握手、ハイタッチ、ハグィ
ぎィ
可わないようにして下さい。
・ つばを吐く、手鼻をかむなどの行為イ
訂子わないようにして下さしも
・常にソーシャルディスタンスを意識して行動を行って下さVL

(0人 との間隔はできるだけ2111(最 低 lm以 上)あ けるこ亀 )

その他
1.(一ω 沖縄県サッカー協会主催行事に関す/翻 客動員について人と人の距離掛 分に
石
在イ
呆てきること(出 来るだけ分0を 条件に動員を認める ものとすれ
(た だ吐

記チェックリス隧提蒟サ'る ことを条件とすa)

2,大 会期間中に参加チーム及び大会関係者に感染者が出た場合,速べ
功朝こ

県協会に報告し

協議の上 、以降の大会開催 について決定する。
3.弊輩第邸磋学× 緊 急事態措置に係る沖縄県対処方針」
力緩辞ユ
されれ ヽ
る期間について

(刊 沖縄県サッカー協会主催行事については無観客試合とす私

(適 応期間 :令和

3年 5月 23日 〜要請解除 迄)
以上 、他にJ思 い当絡 事があれば感染症拡大防止の為に積極的に実施して下さヤ沌

OFA第 14回 沖縄 県 中学校 女子

(夏 季 )サ ッカ ー大会 にお ける対応 につ い て

沖縄 県サ ッカー協会 のガ イ ドラインに基 づ き、本大会 で は以下 の
対応 を行 い ますので、ご
協力 をよろ しくお願 い します。

① チーム引率責任者 は、試合会場 に来 るすべての関係者 (選 手、スタッフ
等)の 「健康チ ェ
ツクシー ト及び同意書」を確認 し、健康上問題 ないこ とを
確認 した うえで大会 に参加 させ
て くだ さい。
②参加チームにおいては、作成 した「健康チ ェ ックシー ト及 び同意書
て ください。対象は試合会場 に来 るすべての関係者

」を試合会場へ持参 し

(選 手、ス タッフ等)で す。その際、

引率責任者 が責任 を持 って、保管 しておいて くださぃ。場合 によっては
、提出を求めるこ
とがあ ります。また、クラスター発生時 に対応す るため、大会 2週
後
間 は保管 をお願 い し
ます。
③本大会は 1つ の会場 に多 くの選手、スタッフ、運営役員が来 ます。そのため
、限 られた運
営役員において、すべての方 の検温 をすることは非常 に困難です。そのため
、参加チーム
関係者 の検温は各チームで対応 していただ くようご協力 をよろしくお い しま
願
す。
④保護者 の方 は密 にならないよ うソーシャル ディス タンス を保 っての観戦 をお い
願 します。
また、試合中のチームの保護者 のみ観戦可 としますので、試合終了 は
後 速やかに会場か ら
出ていただ きますよ うご協力 をよろし くお願 い します。

⑤ ①〜④以外の対応については、沖縄県サッカー協会ガイドラインに準 じて行います
。
この よ うな状況 の中、大会 の開催・運営 に多大なご
協力 とご理解 をいただ きあ りが とうごぎ
い ます。様 々なテーム事情 もあるか とは思 いますが
、大会 を無事 に開催・成功 で きるよ う、
上記の① 〜⑤ に関 して、引き続 きご協力 をいただきます よ うよろしくお い
願 します。本件 に
してご
関
不明な点がごぎいま した ら、下記の連絡先 までご連絡 ください。
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