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全日本女子野球連盟（WBFJ）新型コロナウイルス感染症  

運営対策ガイドライン 

 

はじめに 

本ガイドラインは、政府の「緩和指針」を遵守し、上部団体である日本野球連盟(JABA)により作成されたガイドラインを参考

に作成しています。 

大会運営者の皆様には、大変なご苦労様をお掛けいたしますが、運営だけでなく、選手・関係者の健康と安全を第一に、感

染予防対策に配慮しながら運営、実施に努めていただきますようお願いいたします。 

本ガイドラインの内容は、今後の状況や政府の対処方針の改定等を踏まえ、適宜見直すものとします。 

 

 

球場に入る際の感染予防策 

１．チーム関係者  

（１）「健康チェックシート表(チーム用)」を試合当日大会本部に提出する。 同チェックシートの質問 3 項目のいずれ

かに有とチェックがあった者の球場への入場の可否については、大会主催者がチーム責任者と協議して判断する。 

ただし、起床直後及び出発前に検温を行い、37.5 度以上あった者は球場への入場を禁止する。 

（２）施設入口で非接触型体温計を利用し、検温を行った際に、37.5 度以上の場合は、接触型体温計で再検査 

を行う。 

（３）関係者受付(入口)でアルコール消毒液による手指消毒を行う。 

（４）マスク着用とする。 

 

２．大会関係者  

（１）関係者受付(入口)で検温を行い、37.5 度以上あった者は球場への入場を禁止する。また、「健康チェックシー

ト表(大会関係者)」に必要事項を記載し、同チェックシートの質問 3 項目のいずれかに有とチェックがあった者につい

ては、大会主催者が当事者に内容を確認のうえ、球場への入場可否を判断する。 

（２）関係者受付(入口)でアルコール消毒液による手指消毒を行う。 

（３）マスク着用とする。 

 

３．報道関係者  

（１）関係者受付で、検温を行い、37.5 度以上あった者は球場への入場を禁止する。また、「健康チェックシート表 

(報道関係者)」に必要事項を記載し、同チェックシートの質問 3 項目のいずれかに有とチェックがあった者については、 

大会主催者が当事者に内容を確認のうえ、球場への入場可不を判断する。 

（２）関係者受付(入口)でアルコール消毒液による手指消毒を行う。 

（３）マスク着用とする。 
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４．観客 （チーム関係者・チーム保護者） 

（１）下記の次項に該当する場合は入場をお断りする。 

①施設入口で検温を行い、37.5 度以上あった場合 

②「健康チェックシート表(大会関係者)」に必要事項を記載し、同チェックシートの質問 3 項目のいずれかに有とチェ

ックがあった者 

③濃厚接触者として自宅待機中 

④同居者が濃厚接触者として自宅待機中 

⑤過去 1 週間以内から現在までに体温 37.5 度以上、強い倦怠感、咳、咽頭痛、息苦しさ、味覚・嗅覚障害など

の異変がある場合を含む体調不良が同居者にいる者 

⑥海外から帰国（日本に入国）して 14 日未満が同居者にいる者 

⑦マスク非着用の者 

（２）観覧席入口でアルコール消毒液による手指消毒を行う。  

（３）マスクを着用する。 

（４）観戦席がある場合は、入口と出口を区分する等、観客同士の接触を極力避けるよう動線を工夫する。  

 

 

チーム関係者の感染予防策 

＊監督、コーチは新型コロナウイルス感染防止対策を常に念頭に置きながら選手を指導することとする。  

 

１．球場または、宿泊施設への移動  

（１）第三者との濃厚接触を回避するため、公共交通機関を利用する場合は、混み合う時間帯を可能な限り避ける 

ようにする。 

（２）移動中は、マスク着用を必須とする。  

 

２．宿泊を伴う場合  

（１）起床直後と出発前の検温を行う。  

（２）宿泊は原則 1 人部屋にする。 

（３）食事は、ビュッフェスタイルを避け、隣同士との距離を空けるようにする。 

（４）ミーティングを行う場合は、こまめな換気を行い、隣同士との距離を空け、マスクを着用する。 

（５）不要な外出は行わず、外出時にはマスクを着用する。  

（６）外部との接触(面会)は可能な限り、避ける。  

 

３．試合前  

（１）選手控室では、チーム全体でのミーティング、喫食等、長時間の滞在を避ける。 

（２）対戦チーム並びに大会関係者等との接触は極力避ける。  

（３）アルコール消毒液をダッグアウト、選手控室（更衣室）に配置し、適宜消毒や石鹸を用いて手洗いを行う。 

（４）グラウンド内で行うウォーミングアップ時のマスク着用は必須としない。 グラウンド外でのウォーミングアップ時はマスク 

を着用し、熱中症予防の観点からこまめな水分補給および休息を設けるようにする。 
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４．試合終了後のチームのダッグアウト入れ替えについて  

（１）1 試合目のチームは直接ダッグアウトに入り、試合終了後、直ちにベンチから荷物を空ける。 

（２）2 試合目以降のチームは大会主催者の指示を受けてから、グラウンドやダッグアウトに入る。2 試合目以降のチ 

ームの待機場所は、大会主催者の指示に従う。 

（３）前試合チームとの接触を避ける。大会主催者はできる限り接触しないような動線を検討すること。 

（４）大会主催者は、試合間のインターバルは通常より長めに設定し、選手や関係者の密集リスクを回避する工夫を 

する。 

（５）試合終了後、ベンチ内の手すりやイスなどは次亜塩素酸ナトリウムなどを用いて消毒する。 

 

試合中について 

＊試合開始及び試合終了時等、チーム同士を集めるなど密集することがないよう努める。 

※大会運営は習慣などを見直し、特段試合に影響・支障がないことは感染予防策を優先することを求める。（改 

善策として、ホームベースまで行かずに、各ベンチ前に整列し、挨拶するなど。） 

 

１．審判員  

（１）球審 はコール時に出る飛沫予防としてマスクの着用、または球審用マスクシールドを装着する。  

  マスクもしくはシールドの準備は、大会主催者が準備するが、審判員に協力を仰ぐ。 

（２）塁審 はマスクの着用は必須としない。 

（３）熱中症の予防には、十分に注意する。  

 

２．チーム関係者  

（１）ダッグアウト内では選手同士の間隔の確保に努める。大会主催者がダッグアウト内での十分な間隔の確保が困 

難と判断した場合は、ダッグアウト外の場所を指示し、待機させることとする。 

（２）参加者全員がマスクを着用するが、熱中症の危険がある場合は、十分な間隔をとることを条件に外すことを認め 

る。グラウンドに出る場合は、外すことを認める。 

（３）素手でのハイタッチ、握手及びメガホンの使用等を禁止する。 

（４）試合中、唾を吐く行為、手を舐める行為は禁止する。 

（５）試合前やイニング間の円陣は十分な間隔を空ける。 

（６）投手交代等でマウンドに集まる場合、選手、監督(コーチを含む) は距離をとり、可能な限り接触を避ける。 

（７）投手は各自で専用のロジンを持つこと。交代した投手も同様とする。 

（８）ドリンク等の回し飲み、コップの共有は禁止する。 

（９）取材を受ける場合は、マスクを着用し、大会主催者の指示に従い 2m 以上の距離を保つようにする。 

（10）各塁守備選手と走者の会話は禁止とする。 

（11）バット、ヘルメットを共有の場合は消毒し、使用する。 

（12）ボールを介した感染対策のために、守備を終えた選手はベンチで必ず手指をアルコール消毒する事。消毒前に

選手は自分の手指で口鼻目を触らないようにする。 
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３．大会関係者  

（１）使用する諸室、チームが使用するダッグアウト(手すりを含む)、選手控室等の消毒は徹底する。 

（２）開会式、閉会式、表彰式等の式典は、規模を縮小するなどして密接、密集を避ける。 

（３）審判員の熱中症予防の観点から、こまめな水分補給を促すようにする。 

（４）施設内のトイレに液体石鹸を用意し、アナウンスや POP を用いて、手洗いの励行を喚起する。 

 

大会関係者の感染予防策 

１．本部席、審判控室、記録室、放送室等は、使用する者が定期的に換気する。  

２．各諸室、関係者用トイレには、液体石鹸を配置し、こまめな消毒や手洗いを徹底する。  

３．球場内は、常時マスク着用とする。 

４．座席の間隔を一定の距離に保つ。  

５．宿泊する場合、食事はビュッフェスタイルを避け、他の宿泊者との距離を空けての食事を心がける。また、不要不急 

の外出、外食を避ける。 

 

報道関係者の感染予防策 

１．記者席では、使用する者が定期的に換気する。座席の間隔は、一定の距離を保つ。  

２．カメラマン席が設けられている場合、その使用方法については、開催施設の規則に従う。  

３．こまめな消毒や手洗いを徹底する。 

４．球場内は、常時マスク着用とする。 

５．チーム関係者へ取材をする場合は、取材対象者を事前に大会主催者に通知し、その指示に従う。  

６．取材する時は、2m 以上の距離を保つ。なお、取材エリアは大会主催者の指示に従うこととし、ぶらさがり取材、囲 

み取材は禁止する。 

 

観客の感染予防策 

１．観客座席は極力 2m 以上空けることとする。ただし、同居する家族・友人はこの限りではない。観客席がない場合

も考慮する。 

２．声はあげず、拍手で応援する。太鼓等の鳴り物を使うこと、社歌・応援歌の合唱、及びエールを送ること等を禁止 

する。  

３．手洗いを励行する。 

４．一度座った座席から移動は控えていただく。 

５．感染者との接触を通知する「接触アプリ」の導入を促す。 

 

感染者等が発生した場合の対応 （下記フローチャート参照） 

１．大会前日までの対応 

（１）チーム関係者  

①チーム内の体調不良者が医療機関から新型コロナウイルスに感染の疑いがあると診断された、もしくは、濃厚接触
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者である可能性がある場合、そのチームが大会に参加することは認めない。そのチーム代表者は大会主催者に状況を

報告する。報告を受けた大会主催者は全日本女子野球連盟に報告する。 

②チーム代表者は検査結果を大会主催者に報告し、保健所の指示・指導に従い、陽性者には隔離、濃厚接触者 

(濃厚接触の可能性がある者を含む)には自宅待機の措置を行う。 

③チーム代表者は大会に出場可能な選手数を大会主催者に報告。 

④大会主催者は当該チームの大会出場の可否について、全日本女子野球連盟と協議する。  

 

２．大会関係者  

感染又は感染の疑いがある場合、すみやかに大会主催者に報告し、大会運営への参加を自粛する。また、濃厚接触

者(濃厚接触の可能性がある者を含む)も大会運営への参加を自粛する。 

 

３．大会期間中の対応    

（１）チーム関係者  

チーム代表者はすみやかに大会主催者に報告し、感染者の隔離及び濃厚接触者(濃厚接触の可能性がある者を 

含む)の自宅待機の措置を行う。報告を受けた大会主催者は全日本女子野球連盟に報告する。 

（２）大会関係者  

感染又は感染の疑いがある場合、すみやかに大会主催者に報告し、大会運営への参加を自粛する。また、濃厚接

触者(濃厚接触の可能性がある者を含む)も大会運営への参加を自粛する。 

（３）観客 

感染が判明した場合、保健所の指示、指導に従うものとする。チーム保護者の場合は、チーム代表者を通して、すみ

やかに大会主催者へ報告する。 

（４）大会日程の変更等について  

大会中止を含む日程の変更等については、大会主催者が決定する。  

（５）当該チームの試合出場可否について 

チーム状況を把握した上で、大会主催者及び全日本女子野球連盟が協議・決定する。  

 

４．大会終了後の対応について  

（１）終了後 2 週間は、可能な限り、チーム関係者、大会関係者の体調状況を確認する。 

（２）チーム関係者、大会関係者及び観客に感染したことが判明した場合、保健所の指示、指導に従うものとする。 

（３）政府や開催地自治体から、緊急事態宣言に伴うイベント等の自粛要請が出された場合は、大会を中止とする 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆濃厚接触者：患者(確定例)の感染可能期間に接触した者のうち、次の範囲に該当する者である。 

・患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内を含む)があった者 

・適切な感染防護無しに患者(確定例)を診察、看護若しくは介護していた者 

・患者(確定例)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 手で触れることのできる距離(目安として 1 メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と

15 分以上接触があった者(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)  

◆下記フローチャートの * 「陽性者と濃厚接触した者」 
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大会主催者の 

判断・指示範囲 

 

 

 

 

その他 

１．本ガイドラインに記載されていない事象が発生した場合、大会主催者及び WBFJ が協議の上、対応する。  

２．万が一、感染者が発生した場合、その者を誹謗中傷や非難されることがないよう配慮すること。 

３．大会期間中に提出していただいていた健康チェックシートは、大会終了から 2 週間は保管し、経過後、責任をもっ 

て破棄すること（個人情報の取り扱い注意） 

 

※参考文献  

①JABA 新型コロナウイルス対応ガイドライン（公式大会用）について 

②新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について（厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ） 

③NITE が行う新型コロナウイルスに対する消毒方法の有効性評価に関する情報公開 

 

 

 

 

 

 

体調不良者 

医療機関に受診 

陰性 必要な処置・治療 大会出場可 

WBFJ へ報告 隔離、必要な処置・治療 

陽性者と 
濃厚接触した者* 

自宅待機、必要な処置・治療 

大会出場可 

大会出場不可 

感染の疑い 

可能 

不可能 

陽性 

大会主催者へ報告 

主催者と WBFJ で 
陽性者が出たチームの 

出場可否を協議 
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参考 

新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について 

１．消毒と除菌のちがい  

・「消毒」は、菌やウイルスを無毒化すること。品質・有効性・安全性を確認した「医薬品・医薬部外品」の製品にあたる 

・「除菌」は、菌やウイルスの数を減らすことです。「医薬品・医薬部外品」以外の製品に記されることも多い。 

 

ただし、「医薬品・医薬部外品」の「消毒剤」であっても、それ以外の「除菌剤」であっても、全ての菌やウイルスに効果

があるわけではなく、新型コロナウイルスに有効な製品は一部であることに注意が必要。 

 

２．新型コロナウイルス消毒・除菌方法一覧（それぞれ所定の濃度あり） 

方法 もの 手指 

水及び石鹸による洗浄 ○ ○ 

アルコール消毒液 ○ ○ 

次亜塩素酸ナトリウム水溶液 ○  

手指用以外の界面活性剤 ○ ― 未評価 

次亜塩素酸水 ○ ― 未評価 

 

３．手指などのウイルス対策  

★手洗い 《最重要》   15 秒の手洗いだけで菌を 1/100 に、石鹸を使うと 10 秒のもみ洗いで 1/1 万に減らすこと

が可能。 手洗いの後に消毒液を使用する必要はない！ 

 

・アルコール（濃度 70％以上 95％以下のエタノール） すぐに手が洗えない時に使用が最適。  

使い方：濃度 70％以上 95％以下のエタノールのエタノールをすり込む。 

※60％台のエタノール消毒でも一定の有効性あり。 

４．ものに付着したウイルス対策  ・・・机、椅子、ドアノブ、ベンチ手すり など      ※参考文献⑩抜粋 

・塩素系漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム） 

市販の塩素系漂白剤の主成分である「次亜塩素酸ナトリウム」が有効。「次亜塩素酸」の酸化作用などにより、新型コ

ロナウイルスを破壊し、無毒化するもの。 

使い方：市販の家庭用漂白剤を、次亜塩素酸ナトリウムの濃度が 0.05%になるように薄めて拭く。その後、水拭きす

る。 

※金属製のものに次亜塩素酸ナトリウムを使用すると、腐食する可能性があるので注意。 

 

・家庭用洗剤（界面活性剤） 

市販の家庭用洗剤の主成分である「界面活性剤」も一部有効。界面活性剤は、ウイルスの「膜」を壊すことで無毒化

するもの。  

使い方：家具用洗剤の場合、製品記載の使用方法に従ってそのまま使用します。台所用洗剤の場合は、薄めて使用

する。 

※市販の家庭用洗剤の主成分である「界面活性剤」は別表参照 
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５．空気中のウイルス対策  

★喚起  《最重要》 

新型コロナウイルス等の微粒子を室外に排出するためには、こまめに換気を行い、部屋の空気を入れ換えることが必要。 

室内温度が大きく上がらない又は下がらないよう注意しながら、定期的な換気を行う。 

窓を使った換気を行う場合、風の流れができるよう、２方向の窓を、１時間に２回以上、数分間程度、全開する。 

 

６．対策備品使用の例 

・施設正面入口（本部室、審判室、放送室、記者室などの建物入り口）・・・入口にアルコール消毒液もしくはジェル

を設置 

・ダッグアウト ・・・アルコール消毒液もしくはジェルを設置 

・控室／更衣室 ・・・入口にアルコール消毒液もしくはジェルを設置 

・観覧席入口 ・・・アルコール消毒液もしくはジェルを設置 

・トイレ ・・・液体石鹸を使用した手洗い 

・各諸室内、ベンチ手すりなどのもの ・・・塩素系漂白剤もしくは家庭用洗剤を使用して払拭 

 

７．参考対策備品 

・非接触型、接触型体温計 

・アルコール消毒液 もしくは ジェル   

・塩素系漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム） もしくは 家庭用洗剤（界面活性剤）   

・雑巾（室内、ベンチ用） 

・液体石鹸       など 

 

 


