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この感染対策マニュアルは政府や日本ス

ポーツ協会、JTAなどが出した、新型コロ

ナウィルス流行後のスポーツイベント再

開にあたってのガイドラインを参考に作

成しました。

特に、選手および観客等のマスク着用や

感染予防対策の指導、感染拡大予防対策の

掲示物、来場者の連絡先や健康状況の把握

は必要です。

このマニュアルを元に各会場や大会の

状況により対応していただければと思い

ます。

尚、今後の情勢により逐次変更になる

可能性もあります。

医科学委員会

2020年6月28日



大分県テニス協会主催大会の再開のための感染拡大予防ガイドライン

本ガイドラインは、スポーツ庁、日本スポーツ協会、日本テニス協会、日本テニス事業
協会がこれまで発表したガイドライン等の情報に沿って、大分県テニス協会が主催する大
会における感染拡大予防のための留意点をまとめたものです。大会に参加される選手だけ
でなく、会場に来場される応援者、観客の皆さんにおかれましては、大変ご不便をおかけ
しますが、全ての皆さんの安全安心を守るという趣旨をご理解の上、大会にご参加いただ
きますようお願いします。

参加選手・来場の応援者の方へのお願い

（１）大会会場来場前には必ず自ら検温を実施した上で、以下の事項に該当する場合は、自主的

に参加、来場を見合わせるようにして下さい。

①体調がよくない場合（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）

②同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合。

③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。

④ その他、新型コロナウイルス感染可能の症状がある方。

（２）来場者はマスクを持参し、試合を行っている選手以外は必ず着用すること。

マスクの着用がない方は入場をお断りする場合もありますのでご注意下さい。

(熱中症の恐れがあるため、プレー中のマスクの着用は不要です)

（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）来場者は必ず本部にてチェックシートを記入すること（選手はエントリーシート、観客・

応援者は健康チェックシート）。

（５）定期的に(特に試合の前後)手洗い、消毒等をするように心がけ、用具、用品

（ラケット、タオル、ウェアなど）の共用は避けること。

（６）当日の混雑を避けるために、選手以外の応援者に関しては極力最小限の人数での来場をお

願いします。また、参加選手、応援をされる方は、接触を避けて一定の間隔（２ｍが目安、

最低１ｍ）をとっての応援を心がけること（障がい者の誘導や解除を行う場合を除く）。

バッグや手荷物等の保管場所の間隔も空けるようにお願いします。

（７）会場内での大きな声での会話、応援等はしないこと(応援は拍手のみとする)。

（８）飲食については最低限のものとし、周囲の人と距離をとって対面を避け、会話は控えめに

すること。

（９）会場内で購入したドリンク類、他から持ち込んだ飲食物などのゴミ類(ペットボトルや使

用済みマスク等)は必ず全て自分で持ち帰ること。

（10）感染防止のために大会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

（11）試合終了後、目的の試合が終わった後は速やかにご帰宅下さい。

（12）大会終了後２週間以内に新型コロナウィ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について報告すること



試合当日～試合の手順等

（１）会場に到着したら、密を避けながら本部が指定する記入場所において、エントリー用紙(当

日の申告用紙を兼ねる)に必要事項を記入の上、受付に提出する。

●参加者以外の観客・応援者も別様式の申告書にご記入をお願いします。

（２）本部のオーダーオブプレーボードで、自分の試合コート、進行状況を確認する。

（３）試合待機中にはお互いの距離を十分にとり、多くの人が集まらないようにして待機する。

なお、エントリー番号の若い選手はボールを受け取っておく。

（４）前の試合が終了したら、選手が完全にコートから退場した後に入場する。

(試合が終了した選手は、速やかにコートから退出すること)

（５）試合開始前の挨拶、トスおよび試合後の挨拶はネットから１ｍ以上離れて行う。(試合後の

握手はせずに挨拶のみとする)

（６）試合中、ポイント取得の際などに大声を発することはしない。また、ダブルスでは、イン

プレー中以外はペアとの距離を保ち、至近距離の会話、ハイタッチ、握手は避けること。

（７）エンドチェンジの際は選手がそれぞれネットの別々のサイドから右回りに移動し、スコア

ボードについては自分のスコアのみ変える。

（８）勝者がボールを返却し結果の報告をする(前に別の報告者がいた場合の順番待ちはソーシャ

ルディスタンスを保つこと)

（９）試合終了後は必ず手洗い・消毒等をする。

（10）感染予防対策を優先するため、表彰式については省略した形で行います。

その他選手注意事項

（１）ラケットや自らの試合で使用するボールなどプレイに必要なもの以外にはコートサーフェ

スも含めできるだけ手で触れないこと

（２）タオルの共用はしないこと。タオルは手が触れる面と顔に触れる面を使い分けること。

（３）ラケット・水筒をはじめとする用具をパートナーや対戦相手と共有しないこと

（４）唾や痰をはくことは極力行わないこと

その他

（１）大会終了後、万が一2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して下さい。また、大分県、医療関係等へ個

人情報を提供する場合があることをご了解下さい

（２）感染拡大防止期間の特別処置として発熱等感染の疑いがある場合の大会参加辞退、並びに

大会が中止された場合につきましては参加料を返金いたします。



大会運営スタッフのガイドライン

・運営本部は換気の悪い密閉空間とならないよう、十分な換気を行う。
・受付窓口は、ビニールカーテン等で参加者との接触を防ぐ措置をする。
・選手エントリー用紙、観客者用健康チェック用紙記入場所を本部外に
設置する。

・受付窓口、エントリー用紙記入場所では、参加選手が距離をおいて並
べるように目印を設置する。

・会場内(入口・本部・エントリー用紙記入場所・トイレ)には、感染拡大
防止のための注意事項を掲示するとともに、適宜アナウンス等でその
周知を図る。

・エントリー用紙等記載場所や入口、本部には消毒剤を設置しておく。
（入口２カ所にアルコールゲジェル、本部に噴霧式アルコールを設置。
トイレの手洗い場にプッシュ式のハンドソープを設置。観客席屋根部
などにアルコールジェルを設置するかは場合により検討。）

・自主検温を原則とするが、本部においても検温器を準備しておく。
・ビニール製簡易手袋を準備する。
・定期的に本部内のテーブル、イス、会場内のスコアボード、ベンチ、
・セットボール等の除菌を行う。

●会場内の準備

原則進入禁止入口 入口

本部

トイレ トイレ



大会運営スタッフのガイドライン

・来場前に検温を行い、感染が疑われる症状がある場合は参加せず、速や

かにトーナメントディレクターに連絡する。

・会場内ではマスクを着用するとともに、他のスタッフとは2m以上の距

離を保ち、ソーシャルディスタンスの維持を心がける。

・使用したトランシーバー等は消毒した上で引き継ぐ。

・休憩中の菓子やドリンクについては個人管理とし、コップ等の共有はし

ない。

・ミーティングは、距離を空けて最小限なものにする。

・来場者の安全確保のため、特に以下の点について注意・指導する。

参加者、来場者がきちんとマスクをしているかの確認、指導。

参加者、来場者のソーシャルディスタンスが保たれているかの確認、

指導。

会場内にごみ等の放置がされてないか（もし放置されたものがある場

合は、手袋を使用の上、ビニール袋に入れて密閉して縛る）

選手のバッグや手荷物等の保管場所の間隔が空けられているか。

受付、結果報告、ボール渡しなどの際に混雑した場合には、間を空け

て並ぶように指導する。

●運営スタッフのガイドライン



参考：JTAのガイドラインより抜粋

◎大会主催者が準備等すべき事項

●手洗い場所

(ア) 手洗い場には石鹸（ポンプ型が望ましい）を用意すること

(イ) 「手洗いは30秒以上」等の掲示をすること

(ウ) 布タオルや手指を乾燥させる設備については使用しないようにすること

(エ) 手洗いが難しい場合は、アルコール等の手指消毒剤を用意すること

●更衣室、休憩・待機スペース

(ア) 基本的に利用を避ける形で大会運営を行うものとするが、雨天、落雷に備え大会規模に応じ

た待機スペースを確保すること

(イ) 広さにはゆとりを持たせ、他の参加者と密になることを避けること（障がい者の介助を行う

場合を除く）

(ウ) ゆとりを持たせることが難しい場合は、一度に入室する参加者の数を制限する等の措置を講

じること

(エ) 室内又はスペース内で複数の参加者が触れると考えられる場所（ドアノブ、ロッカーの取手、

テーブル、イス等）については、こまめに消毒すること

(オ) 換気扇を常に回す、換気用の小窓をあける等、換気に配慮すること

(カ) スタッフが使用する際は、入退室の前後に手洗いをすること

●洗面所

(ア) トイレ内の複数の参加者が触れると考えられる場所（ドアノブ、水洗トイレのレバー等）に

ついては、こまめに消毒すること

(イ) トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示（掲示）すること

(ウ) 手洗い場には石鹸（ポンプ型が望ましい）を用意すること

(エ) 「手洗いは30秒以上」等の掲示をすること

(オ) 参加者にマイタオルの持参を求め、布タオルや手指を乾燥させる設備については使用しない

ようにすること

●ゴミの廃棄

(ア) 選手の出すゴミは各自持ち帰らせること

(イ) 鼻水、唾液などが付いたごみは、ビニール袋に入れて密閉して縛り、ゴミを回収する人は、

マスクや手袋を着用すること

(ウ) マスクや手袋を脱いだ後は、必ず石鹸と流水で手を洗い、手指消毒すること

●大会主催者遵守事項



参考：JTAのガイドラインより抜粋

◎当日の参加受付時の留意事項

●受付窓口には、手指消毒剤を設置すること

●発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある人は入場しないように呼び掛けること（状況

によっては、発熱者を体温計などで特定し入場を制限することも考えられる）

●人と人が対面する場所は、アクリル板、透明ビニールカーテンなどで遮蔽すること

●参加者が距離をおいて並べるように目印の設置等を行うこと

●受付を行うスタッフには、マスクを着用させること

●事前にオーダーオブプレーを発表し、選手の会場への集合時間の分散を図ること。当日の受付の

ほか、大会前日の受付を行うなど当日の混雑を極力避けること

●インターネットやスマートフォンを使った電子的な受付活用すること

●参加者から以下の情報の提出を求めること

(ア) 氏名、年齢、住所、連絡先（電話番号）※個人情報の取り扱いに十分注意する

(イ) 利用当日の体温

(ウ) 利用前２週間における以下の事項の有無

・平熱を超える発熱

・咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状

・だるさ（倦怠（けんたい）感）、息苦しさ（呼吸困難）

・嗅覚や味覚の異常

・体が重く感じる、疲れやすい等

・新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無

・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合

・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

◎大会参加選手への対応

●マスク等の準備

(ア) 参加者がマスクを準備しているか確認すること

(イ) 参加の受付、着替え、表彰式等の運動・スポーツを行っていない間については、マスクの着

用を求めること（試合中のマスクの着用は参加者等の判断によるものとする）

(ウ) 大会前後のミーティングや懇親会等の開催は避けること。やむを得ず開催する場合は、短時

間とし、三つの密を避けること

(エ) 会話時にマスクを着用するなどの感染対策に十分に配慮すること

●大会主催者遵守事項



参考：JTAのガイドラインより抜粋

◎選手の試合中の遵守事項（要項・プログラム・HPに掲載し選手への周知に努める）

●十分な距離の確保

(ア) プレイ中、対戦相手、パートナーとの距離を２メートル以上確保すること

(イ) ベンチ、ネット、審判台等に手で触れるのを避ける

(ウ) 試合の始めと終わりの挨拶は握手でない方法で行うこと。

●チェンジエンドは基本時計回り、移動するベンチ⇔コートが同じサイドの時は直接移動

●ラケットや自らの試合で使用するボールなどプレイに必要なもの以外にはコートサーフェスも含

めできるだけ手で触れないこと

●タオルの共用はしないこと

●タオルは手が触れる面と顔に触れる面を使い分けること

●プレイ中は手で顔にふれるのを避ける

●ラケット・水筒をはじめとする用具をパートナーや対戦相手と共有しないこと

●唾や痰をはくことは極力行わないこと

◎大会スタッフに係わる施策

●本ガイドラインの周知徹底を図ること。

●他のスタッフから常に2 メートルの距離を保つこと（屋内外）。

●良好な衛生状態を維持すること。

●常にマスクを着用すること。

●トイレの使用前後や物の表面に触れた後も含めて定期的に手を洗い、消毒すること。

●可能な限り物の表面に触れないようにすること。

●電話やコンピューターのキーボードを含め、定期的に机の周りを消毒すること。

●私物を共有しないこと。

●新型コロナウイルス感染症の症状が出た場合、また症状のある人と接触した場合は会場に入場し

ないこと。トーナメントディレクターに連絡し、必要に応じて医師の診断を受けること。

◎観客に係わる施策（緊急事態措置の対象とならない都道府県での開催の場合）

●地元行政の方針やスポーツイベント再開ガイドラインがすべて守られていることを確認すること。

●観客がいる場合には、マスクの着用を求めること。

●客席では、観客同士のあいだに2 メートルの距離を保つこと。それが不可能な場合は、「無観

客」試合を行うこと。

●試合終了後すぐに退場するように促すこと。

●大会主催者遵守事項



感染対策準備物

・アルコール噴霧器＆アルコール：３セット
（本部等）

・ハンドソープ：７個
（中央と管理棟のトイレ男・女・多目的、本部）

・アルコールジェル：３個＋α
（各入口付近２、本部１、その他観客席屋根部など）

・その他本部で使う清拭クロス、アルコールスプレー等

・選手エントリー用紙

・観客・応援者用健康チェックシート

・鉛筆、ボールペン

・各種掲示物

※大分スポーツ公園を対象に作成しています。



感染対策準備物
※大分スポーツ公園を対象に作成しています。

・アルコール噴霧器＆アルコール：３セット
（本部等）



参加種目 (いずれかを〇で囲んで下さい)

  ・一般男子 ・一般女子 ・男子35才 ・男子45才 ・男子55才 ・男子60才 ・女子40・45才
  ・B級男子 ・C級男子 ・D級男子 ・B級女子 ・C級女子 ・D級女子

ドロー表のNo  仮ドロー・本ドローで確認下さい

氏名 (シングルスの場合) 電話番号(ダブルスの場合はいずれか1人)

氏名 (ダブルスの場合)

(1) 大会当日の体温が高い、または 2 週間前までに発熱などの感染症状がある。
(2)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
(3) 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる、あるいは 14 日以内に
      感染者との接触や濃厚接触者と特定された
(4)その他新型コロナウイルス感染可能の症状がある方

選手エントリー用紙

私(私達)は、本大会に参加するにあたって、コロナウイルス感染症疑いのある
下記内容には該当しないことを申告します。

(大会名)                                     エントリー用紙 (受付提出用)

(注)ジュニア大会ならびに種目の異なる大会もこの様式を準⽤する



観客・応援者用

健康チェックシート

大会名

観戦する方の氏名 住所（市町村） 連絡先（携帯） 応援する選手の氏名

発熱
風邪症状の有無

(咳・鼻水・のど痛)
だるさ

息苦しさの有無
嗅覚・味覚
異常の有無

過去２週間
県外での滞在

の有無

過去２週間感染者、
感染が疑われる人
との濃厚接触

有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

大分県テニス協会
健康チェックシート（観客、応援者用）

★入場には原則この用紙の提出が必要です。記入後本部へ提出。 年 月 日

【注意事項】
•感染者が発生した場合は、関係機関に名簿を提出することを承諾する。
•他の参加者への安全確保のために虚偽の報告は行わないこと。
•この個人情報は大会における感染対策に関することのみに使用し、協会が責任をもって管理する。
•この個人情報は大会２か月後に協会が責任をもって処分する。
•本紙に記載された方は個人情報の取扱いに承諾したとみなす。

私は本会場に入場するにあたって、下記内容等コロナウィルス感染症疑いのある内容に該当しないことを
申告します。

別添付、word文書にて



② JTA作成感染症予防リーフレット

③ 環境省、厚労省作成、感染予防のため
の「新しい生活様式」における熱中症予防
リーフレット

① 大分県テニス協会主催大会の
感染拡大予防ガイドライン

④ 感染予防手洗いリーフレット

⑤ トイレ蓋閉めリーフレット

⑥ 感染危険啓発リーフレット

掲示物

⑦ ごみ持ち帰りリーフレット

⑧ 入場時必ずマスク着用リーフレット

⑨ 入場者記入場所案内リーフレット



①大分県テニス協会感染対策ガイドライン

１部（A3にして本部に）

② JTA作成感染症予防リーフレット

５枚（本部、屋根部４か所）

③環境省、厚労省作成、感染予防のための

「新しい生活様式」における熱中症予防リーフレット

５枚（本部、屋根部４か所）

④感染予防手洗いリーフレット

７枚（トイレの手洗い場、本部）

⑤トイレ蓋閉めリーフレット（洋式トイレに）

10枚ほど（男子トイレ2、多目的2、女子 ）

⑥感染危険啓発リーフレット：６枚（トイレ）

⑦ごみ持ち帰りリーフレット

３枚＋α（本部、自販機等）

⑧入場時必ずマスクを

４枚＋α（入口３か所、本部、その他）

⑨入場者のチェック記入用紙案内（入口３か所）：３枚

掲示物

・大分スポーツ公園を対象に示しています。駄原
や大洲、その他の場合は調整をお願いします。



本部：① ② ③ ⑦ ⑧

掲示物

観客席（屋根部）：② ③ （⑦）

トイレ（手洗い）：④ ⑥

トイレ（洋式）：⑤

自販機：⑦

入り口：⑧ ⑨



●選手のエントリーシート、観客・応援の健康チェック

シートの記入場所設置。

・本部横にテーブル２台設置。前のガラスに案内、ド

ロー、注意事項等掲示

・バインダーに用紙準備、鉛筆（ペン準備）

準備の実際

●各種掲示物

・入口の「マスク着用」と「来場者のﾁｪｯｸ記入案内」

は早めに。

・トイレの男女、多目的それぞれに。「手洗いの仕方」

と「触れるﾎﾟｲﾝﾄ」

・洋式トイレ用も忘れずに（フタ閉め）

・本部に各種

・「ゴミ持ち帰り」も忘れずに

・観客屋根部に感染予防、熱中症予防を

●トイレにハンドソープを（本部にも）

●本部のビニールシート

●受付での密予防、テープ

●入口付近にアルコールジェル設置



準備の実際
●各種掲示物（本部）

大分県テニス協会主催大会の再開のための
感染拡大予防ガイドライン
（選手観客用にHPに載せたもの）

１ページをA3に拡大したもの

JTA作成感染症予防リーフレット

環境省、厚労省作成、感染予防のための
「新しい生活様式」における熱中症予防

リーフレット

ごみ持ち帰りリーフレット



準備の実際
●受付での密予防、テープ



準備の実際
●本部のビニールシート



●ハンドソープを片付ける時は、表面やプッシュ部を

ソープと水で一度洗い流して直す

片付け時の注意

●アルコールジェルなども表面やプッシュ部をジェルや

清拭クロスで拭いてから直す

●その他の物品も適宜清拭クロスで拭いてから直す

●入口やトイレの掲示物の撤去を忘れずに



掲示物



① 大分県テニス協会主催大会

の感染拡大予防ガイドライン

本部に

一枚をA３に拡大し掲示



選手および観客・応援者のための
大分県テニス協会主催大会の再開に向けた感染拡大予防ガイドライン

本ガイドラインは、スポーツ庁、日本スポーツ協会、日本テニス協会、日本テニス事業
協会がこれまで発表したガイドライン等の情報に沿って、大分県テニス協会が主催する大
会における感染拡大予防のための留意点をまとめたものです。大会に参加される選手だけ
でなく、会場に来場される応援者、観客の皆さんにおかれましては、大変ご不便をおかけ
しますが、全ての皆さんの安全安心を守るという趣旨をご理解の上、大会にご参加いただ
きますようお願いします。

参加選手・来場の応援者の方へのお願い
（１）大会会場来場前には必ず自ら検温を実施した上で、以下の事項に該当する場合は、自主
的に参加、来場を見合わせるようにして下さい。

①体調がよくない場合（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）

②同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合。

③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。

④ その他、新型コロナウイルス感染可能の症状がある方。

（２）来場者はマスクを持参し、試合を行っている選手以外は必ず着用すること。

マスクの着用がない方は入場をお断りする場合もありますのでご注意下さい。

(熱中症の恐れがあるため、プレー中のマスクの着用は不要です)

（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）来場者は必ず本部にてチェックシートを記入すること（選手はエントリーシート、観客・

応援者は健康チェックシート）。

（５）定期的に(特に試合の前後)手洗い、消毒等をするように心がけ、用具、用品

（ラケット、タオル、ウェアなど）の共用は避けること。

（６）当日の混雑を避けるために、選手以外の応援者に関しては極力最小限の人数での来場をお

願いします。また、参加選手、応援をされる方は、接触を避けて一定の間隔（２ｍが目安、

最低１ｍ）をとっての応援を心がけること（障がい者の誘導や解除を行う場合を除く）。

バッグや手荷物等の保管場所の間隔も空けるようにお願いします。

（７）会場内での大きな声での会話、応援等はしないこと(応援は拍手のみとする)。

（８）飲食については最低限のものとし、周囲の人と距離をとって対面を避け、会話は控えめに

すること。

（９）会場内で購入したドリンク類、他から持ち込んだ飲食物などのゴミ類(ペットボトルや使

用済みマスク等)は必ず全て自分で持ち帰ること。

（10）感染防止のために大会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

（11）試合終了後、目的の試合が終わった後は速やかにご帰宅下さい。

（12）大会終了後２週間以内に新型コロナウィ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について報告すること



試合当日～試合の手順等

（１）会場に到着したら、密を避けながら本部が指定する記入場所において、エントリー用紙(当

日の申告用紙を兼ねる)に必要事項を記入の上、受付に提出する。

●参加者以外の観客・応援者も別様式の申告書にご記入をお願いします。

（２）本部のオーダーオブプレーボードで、自分の試合コート、進行状況を確認する。

（３）試合待機中にはお互いの距離を十分にとり、多くの人が集まらないようにして待機する。

なお、エントリー番号の若い選手はボールを受け取っておく。

（４）前の試合が終了したら、選手が完全にコートから退場した後に入場する。

(試合が終了した選手は、速やかにコートから退出すること)

（５）試合開始前の挨拶、トスおよび試合後の挨拶はネットから１ｍ以上離れて行う。(試合後の

握手はせずに挨拶のみとする)

（６）試合中、ポイント取得の際などに大声を発することはしない。また、ダブルスでは、イン

プレー中以外はペアとの距離を保ち、至近距離の会話、ハイタッチ、握手は避けること。

（７）エンドチェンジの際は選手がそれぞれネットの別々のサイドから右回りに移動し、スコア

ボードについては自分のスコアのみ変える。

（８）勝者がボールを返却し結果の報告をする(前に別の報告者がいた場合の順番待ちはソーシャ

ルディスタンスを保つこと)

（９）試合終了後は必ず手洗い・消毒等をする。

（10）感染予防対策を優先するため、表彰式については省略した形で行います。

その他選手注意事項

（１）ラケットや自らの試合で使用するボールなどプレイに必要なもの以外にはコートサーフェ

スも含めできるだけ手で触れないこと

（２）タオルの共用はしないこと。タオルは手が触れる面と顔に触れる面を使い分けること。

（３）ラケット・水筒をはじめとする用具をパートナーや対戦相手と共有しないこと

（４）唾や痰をはくことは極力行わないこと

その他

（１）大会終了後、万が一2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して下さい。また、大分県、医療関係等へ個

人情報を提供する場合があることをご了解下さい

（２）感染拡大防止期間の特別処置として発熱等感染の疑いがある場合の大会参加辞退、並びに

大会が中止された場合につきましては参加料を返金いたします。



② JTA作成感染症予防

リーフレット

本部と、

観客席各所（４カ所ほど）





③環境省、厚労省作成

感染予防のための

「新しい生活様式」における

熱中症予防

リーフレット

本部と、

観客席各所（４カ所ほど）





④ 感染予防手洗いリーフレット

トイレの手洗い場

（男女計６か所）



新型コロナウィルス感染予防（トイレ編）

手洗いの仕方

大分県テニス協会 医科学委員会

手を洗った後は、水をふき取り、しっかり乾燥させる。

手を拭くタオルやハンカチは個人持ちの清潔なものを。
タオルを共有することは避ける。

ゆっくりと20秒以上（できれば30秒以上）かけて洗う。



⑤ トイレ蓋閉めリーフレット

洋式トイレの中に



感染防止のため

フタを閉めて

流しましょう

大分県テニス協会 医科学委員会



⑥ 感染危険啓発リーフレット

トイレの手洗い場

（男女計６か所）





自販機、本部等

⑦ ごみ持ち帰りリーフレット



ゴミは
必ず
各自で

持ち帰って
ください

感染予防のため

大分県テニス協会



入り口３カ所

⑧ 入場時必ずマスク着用リーフレット



入場時には

必ず

マスク着用を

お願いします

大分県テニス協会

感染拡大防止のため



入り口３カ所

⑨ 入場者記入場所案内リーフレット



入場者は
（応援・観客も含む）

本部横にて

必ず

健康チェック用紙

に記入を

お願いします
大分県テニス協会

感染拡大防止のため



入り口２カ所

入り口アルコールジェル設置案内



入場時

アルコール

消毒

お願いします


