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UTMF2022  
新型コロナウイルス感染防止のための運営方針 

 

<2022年3月3日 LIVE配信用資料＞ 

 

 

 

 

・選手、私的サポーター、プレス関係者の皆様は大会受付日に抗原検査（事前登録制）を受け

て頂くことに運営方針を変更いたしました。 

 

・この運営方針は選手の方だけなく、私的サポーター、スタッフ（ボランティアスタッフ）、

プレス関係者、出展者などへの対応も含まれますので必ず全ての関係者はご確認ください。 

 

・本年の大会は私的サポーターも事前登録が必要になりますのでご注意ください。 

 

・内容は変更される可能性がございますので予めご了承ください。 
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Ⅰ.選手 

【エントリー時の注意事項】 

〇エントリーを希望する方とそのご家族は、日常的に感染対策に気を遣ってください。 

〇UTMF2020および21のエントリー者（寄付エントリー・一般エントリー等を問わず出走権

を持っている方）には、UTMF2022またはUTMF2023の優先エントリー権が付与されます。

これは、参加資格にあるITRAポイントによる基準を満たしていない場合にも適用されます。た

だし、レース参加にあたり十分なトレーニングを行ってください。 

○大会14日前までに新型コロナウイルスのワクチン（2回）終了を強く奨励いたします。 

○本大会の参加資格は以下になります。 

 

・エントリー時及び大会受付日原則8日前*1に日本に在住している人 

・大会受付日に主催者が実施する抗原検査（費用別途1,500円）を受け陰性であること。*2 

・大会当日に18歳以上の男女で、コースを迷うことなく制限時間内に完走できること。 

・一般エントリー開始日の 2 年前（2020 年 1 月 6 日）から前日（2022 年 1 月 6 日）までの

間に、国際トレイルランニング協会（ITRA）がポイントを認定しているレースに出場・完走

し、下記の規定ポイントを獲得すること。 

ただし最低１レースはエントリー開始日の 1 年前（2021 年 1 月 6 日）から前日（2022 年 1

月 6 日）までに開催されるレースとする。  

・UTMF165k:最大 3 レースで 10 ポイント以上* 

・KAI69k   :最大 2 レースで 3 ポイント以上* 

*「Virtual UTMF 2021」完走者は特例として参加資格要件を満たすことといたします。 

(開催日:2021 年 4 月 19 日〜25 日 / 6 ポイント) 
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・2020・21 年のエントリー者（寄付エントリー・一般エントリー等を問わず出走権を持って

いる方） 

*1 入国当日は含まれません。 

*2 陽性の場合は大会に出場できず翌年に振替出走となります。(翌年の参加費用はかかりません。)速やかにご自身で

医療機関に受診してください。 

〇新型コロナウイルス感染拡大の影響により開催が中止となった場合でも、参加費の返金はい

たしません。ただし、参加賞Tシャツは対象者全員にお送りいたします。（* バーチャルレー

ス実施予定） 

【大会前の注意事項】 

〇選手とそのご家族は、日常的に感染対策に気を遣ってください。 

〇選手は、大会開催の2週間前（UTMF165k,2022年4月8日,KAI69k2022年4月9日）から検温

を実施し、記録したものを大会へ提出してください。（別途ご案内します） 

また、期間中に以下に当てはまる方は必ずご自身で医療機関を受診ください。 

 ・平熱を超える発熱（37.5°C以上） 

・体調不良（例：咳・咽頭痛などの風邪の症状、だるさ（倦怠感）、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方と濃厚接触がある場合 

○新型コロナウイルスに感染された選手への参加条件 

新型コロナウイルスに感染された方は以下のいずれかの条件を満たしている方のみ参加を認め

ます。 

<有症状者の場合> 

① 大会受付日までに（UTMF165k 4月21日KAI69k 4月22日）発症日から10日間以上経過

し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合。 
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② 大会受付日までに症状軽快後24時間以上経過した後、24時間以上の間隔をあけ、2回の

PCR等検査で陰性を確認できた場合。 

＜無症状病原体保有者の場合＞ 

① 大会受付日までに検体採取日（陽性確定に係る検体採取日）から10日間以上経過した場

合。 

② 大会受付日までに検体採取日から6日間以上経過後、24時間以上間隔をあけ２回のPCR

等検査で陰性を確認できた場合。 

○濃厚接触者となられた選手への参加条件 

濃厚接触者となった方は以下の条件を満たしている方のみ参加を認めます。 

・陽性者の発症日（陽性者が無症状の場合は、検体採取日） 

・陽性者の発症等により住居内で感染対策を講じた日＊１ 

*1
ここで言う感染対策は、日常生活を送る上で可能な範囲での、マスク着用、手洗い・手指消毒の実施、物資等の共有

を避ける、消毒等の実施などの対策を想定しています。 

のいずれか遅い方を最終接触日0日目として大会受付日より9日間以上経過している場合。 

〇UTMFの「参加条件」を参照し、レースを走り切れるだけのトレーニングが出来ていない場

合、レース参加を辞退してください。 

〇レースを辞退する場合、参加費の返金はいたしません。（*大会受付日抗原検査陽性の場合

を除く） 
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【大会前日・当日の注意事項】 

〇受付会場および大会会場へのオフィシャルバスツアーをご利用の場合、バス乗車前に検温を

実施いたします。37.5℃以上の方はバスにご乗車いただけません。 

〇受付会場および大会会場の入口にてセンサーによる検温を実施いたします。37.5℃以上の方

は会場にご入場いただけません。選手に限らず、応援者様・出展者様・ボランティアスタッフ

も同様で、すべての方が対象となります。 

〇受付時や必携品チェックの際には感染対策を心がけ、会場内の導線等はスタッフの指示に従

ってください。 

〇受付会場および大会会場では必ずマスクを着用してください。 

〇会場内で出たゴミは、指定されたゴミ箱以外に廃棄することを禁止します。 

〇鼻水、唾液などが付いたゴミについてはビニール袋等に入れて密閉して縛り、持ち帰るか指

定されたゴミ箱に廃棄してください。 

〇受付や必携品チェック、また更衣室等は、混雑時に密集・密閉状態を避けるために一時的に

利用人数を制限する場合があります。スタッフの指示に従ってください。 

〇スタート会場内のスタートエリア入口にてセンサーによる検温を実施いたします。37.5℃以

上の方はスタートエリアに入場できず、出走もできません。 

〇乗車不可・出走不可の場合、ツアー費・参加費の返金はいたしません。 

 

【競技中の注意事項】 

〇競技中のマスク着用について、次の場所ではマスクを着用してください。 

・スタートエリア内における整列時 

・エイドステーション内（飲食時を除く） 
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・仮眠室（※UTMF165k選手のみ・U4富士河口湖町精進湖（屋内）・U5富士急ハイランド

（ドロップバッグエイド/屋外テント・U7山中湖きらら（屋外テント）・U9富士吉田（屋外テ

ント） 

・フィニッシュ後の会場内 

※上記以外の競技中は着用の義務はありません。 

〇競技中は、可能な範囲で周囲の人と距離を空けてください。林道や道路などで他の競技者と

の間隔が確保できる場面では、前の人の呼気の影響を避けるため、並走やあるいは斜め後方に

位置取ることを奨励します。 

〇競技中に唾や痰を吐かないでください。 

〇除菌ティッシュやアルコールスプレーなどの携行を推奨します。手洗いやうがい、消毒など

をこまめに行ってください。 

 

【エイドステーションでの注意事項】 

○エイドステーションに入る際に必ず手指消毒を行ってください。 

〇飲食物の取り扱いは必ずエイドスタッフの指示に従ってください。 

○オフィシャルエイドでの飲食物はエイドススタッフの助力を得ずに選手自らが行ってくださ

い。 

○エイドスタッフは感染予防の為、選手自身および選手の装備品・ゴミに触れる事ができませ

ん。 

〇エイド内で出たゴミは、指定されたゴミ箱以外に廃棄することを禁止します。 

〇鼻水、唾液などが付いたゴミについてはビニール袋等に入れて密閉して縛り、持ち帰るか指

定されたゴミ箱に廃棄してください。 

〇飲みきれなかったスポーツドリンク等を指定場所以外（例えばコース上）に捨てることを禁

止します。 
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〇仮眠室等は、混雑時に密集・密閉状態を避けるために一時的に利用人数を制限する場合があ

ります。スタッフの指示に従ってください。 

○仮眠室は密集・密閉状態を避けるためにUTMF165kの選手のみ利用できます。 

○仮眠室および救護所では感染対策のため選手へ防寒用の毛布等の提供はいたしません。 

○仮眠室利用時間はU4精進湖（屋内）を除き１時間以内とします。 

 

【応援者・私的サポーター（UTMF165kのみ）への注意事項】 

○応援者・私的サポーター向けの詳細なガイドラインは後日発表いたします。 

〇応援者や私的サポーターは必ずマスクを着用してください。 

〇定められた場所以外での応援は禁止します。 

〇応援中は周囲の人となるべく距離をとってください。 

〇私的サポートが可能なエイドステーション（U2麓・U4 富士河口湖町精進湖・U5富士急ハ

イランド・U7山中湖きらら）において、定められたエリア内のみ活動できます。周囲の人とな

るべく距離を取るなど密な状態とならないよう配慮してください。 

〇大きな声での会話や応援、ハイタッチやボディタッチを含む応援は禁止します。 

〇主催者が管理しない者が、参加者に対し飲食物を提供する行為（いわゆる私設エイド）は禁

止します。 

 

【大会中止・中断・コース変更の基準】 

下記の理由により主催者が大会の開催、継続が困難であると判断した場合は、大会を中止また

は中断いたします。 大会開催日を翌週などに延期することはありません。(*バーチャルレー

スにできないか検討中/中止コース変更の場合の返金基準は検討中) 
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1.新型コロナウイルス感染拡大の影響により国や県からの中止要請があった場合 

2.気象警報発令時 

3.コース途中の崖崩れ、落石など、選手とスタッフの安全を確保できないと判断され 

るとき。 

4.災害時。東海地震予知情報/警戒宣言、東海地震注意情報/発令時など。  

5.荒天下などで選手通過によって自然環境を損なう可能性があるとき。 

6.その他、主催者が中止すべきだと判断したとき。 

7.大会中止・中断の判断は大会開催日または前日までに大会公式サイトおよび専用サ 

イト（PC、携帯）で発表します。スタート当日に発表する場合は、選手それぞれの登録された

携帯電話番号にSMSでも配信します。 

 

【大会終了後の注意事項】 

〇大会終了後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や発熱や咳などの感冒

症状がでた場合は、必ず速やかに大会実行委員会に報告し、濃厚接触者の有無等についても併

せて報告してください。 

 

【免責事項】 

○大会主催は本大会に関わる全ての人の新型コロナウイルス感染に対する一切の責任を負いま

せん。 
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Ⅱ.私的サポーター 

・UTMF165kでは、家族や友人による私的なサポートをU2麓、U4富士河口湖町精進湖、U5富

士急ハイランド、U7山中湖きらら内の指定エリアで行う事ができます。 

・本年の私的サポートは事前エントリーおよびレース前日受付・抗原検査が必要です。 

・本年の大会はサポートバスの運行の予定はございませんのでご注意ください。 

・私的サポーター向けの詳細は後日発表いたします。 

 

【エントリー時の注意事項】 

○本大会の参加資格は以下になります。 

・エントリー時及び大会受付日原則8日前（*入国当日は含まれません）に日本に在住している人 

・大会受付日に主催者が実施する抗原検査（費用別途）を受け陰性であること。 

・大会当日に18歳以上の男女。 

○エントリ−期間:2022年３月上旬開始予定 

○エントリー費:2,000円(税込,抗原検査費,登録料) 

*1名で複数人のサポートを認めます。その場合は2名以降500円/人の追加登録料がかかりま

す。 

○大会受付日時 

2022年4月21日(木)12:00〜19:30＠富士急ハイランドコニファーフォレスト 

（山梨県富士吉田市） 

2022年4月22日(金)11:00〜14:00@富士山こどもの国（静岡県富士市） 

 



 

 

 

10 

【大会前の注意事項】 

〇選手とそのご家族は、日常的に感染対策に気を遣ってください。 

〇選手は、大会開催の2週間前（UTMF165k,2022年4月8日,KAI69k2022年4月9日）から検温

を実施し、記録したものを大会へ提出してください。（別途ご案内します） 

また、期間中に以下に当てはまる方は必ずご自身で医療機関を受診ください。 

 ・平熱を超える発熱（37.5°C以上） 

・体調不良（例：咳・咽頭痛などの風邪の症状、だるさ（倦怠感）、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方と濃厚接触がある場合 

○新型コロナウイルス感染された方への参加条件 

新型コロナウイルスに感染された方は以下のいずれかの条件を満たしている方のみ参加を認め

ます。 

<有症状者の場合> 

① 大会受付日までに（UTMF165k 4月21日KAI69k 4月22日）発症日から10日間以上

経過し、かつ、発症軽快後72時間経過した場合。 

② 大会受付日までに症状軽快後24時間経過した後、24時間以上の間隔をあけ、2回の

PCR等検査で陰性を確認できた場合。 

＜無症状病原体保有者の場合＞ 

① 大会受付日までに検体採取日（陽性確定に係る検体採取日）から10日間以上経過し

た場合。 

② 大会受付日までに検体採取日から6日間以上経過後、24時間以上間隔をあけ２回の

PCR等検査で陰性を確認できた場合。 
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○濃厚接触者となられた選手への参加条件 

濃厚接触者となった方は以下の条件を満たしている方のみ参加を認めます。 

・陽性者の発症日（陽性者が無症状の場合は、検体採取日） 

・陽性者の発症等により住居内で感染対策を講じた日＊１ 

*1ここで言う感染対策は、日常生活を送る上で可能な範囲での、マスク着用、手洗い・手指消毒の実施、物資等の共有

を避ける、消毒等の実施などの対策を想定しています。 

のいずれか遅い方を最終接触日0日目として大会受付日より9日間以上経過している場合。 

 

【大会前日・当日の注意事項】 

〇受付会場および大会会場の入口にてセンサーによる検温を実施いたします。37.5℃以上の方

は会場にご入場いただけません。選手に限らず、応援者様・出展者様・ボランティアスタッフ

も同様で、すべての方が対象となります。 

〇受付時や必携品チェックの際には感染対策を心がけ、会場内の導線等はスタッフの指示に従

ってください。 

〇受付会場および大会会場では必ずマスクを着用してください。 

〇会場内で出たゴミは、指定されたゴミ箱以外に廃棄することを禁止します。 

〇鼻水、唾液などが付いたゴミについてはビニール袋等に入れて密閉して縛り、持ち帰るか指

定されたゴミ箱に廃棄してください。 

〇混雑時に密集・密閉状態を避けるために一時的に利用人数を制限する場合があります。スタ

ッフの指示に従ってください。 

〇サポートエリア入口にてセンサーによる検温を実施いたします。37.5℃以上の方はサポート

エリアに入場できず、サポートもできません。 
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【サポートの注意事項】 

○エイドステーションに入る際に必ず手指消毒をしてください。 

〇エイド内では常にマスクを着用してください。 

○サポート活動は事前に登録した選手にのみ行う事ができます。 

〇サポート中は、可能な範囲で周囲の人と距離を空けてください。 

〇除菌ティッシュやアルコールスプレーなどの携行を推奨します。手洗いやうがい、消毒など

をこまめに行ってください。 

○オフィシャルエイドエリアの立ち入りはできません。 

○エイドスタッフは感染予防の為、選手自身および選手の装備品・ゴミに触れる事ができませ

ん。 

〇サポートで出たゴミは、指定されたゴミ箱以外に廃棄することを禁止します。 

〇鼻水、唾液などが付いたゴミについてはビニール袋等に入れて密閉して縛り、持ち帰るか指

定されたゴミ箱に廃棄してください。 

〇飲みきれなかったスポーツドリンク等を指定場所以外（例えばコース上）に捨てることを禁

止します。 

○仮眠室および救護所では感染対策のため選手へ防寒の為の毛布の提供はいたしません。 

 

【大会終了後の注意事項】 

〇大会終了後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や発熱や咳などの感冒

症状がでた場合は、必ず速やかに大会実行委員会に報告し、濃厚接触者の有無等についても併

せて報告してください。 
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【免責事項】 

○大会主催は本大会に関わる全ての人の新型コロナウイルス感染に対する一切の責任を負いま

せん。 
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Ⅲ.ボランティアスタッフ 

【参加資格】 

○ボランティア参加の原則8日前（*入国当日は含まれません）に日本に在住している方。 

○大会14日前までに新型コロナウイルスのワクチン接種（2回）を完了または大会開催日直前

（スタート72時間以内）のPCR検査陰性を証明できること。 

〇選手と同様の基準で日常的に感染対策に気を遣ってください。 

〇体調が優れない場合は、活動していただくことはできません。 

*活動中のマスクおよびフェイスシールド等は大会で準備いたします。 

 

【大会前の注意事項】 

〇参加者とそのご家族は、日常的に感染対策に気を遣ってください。 

〇参加者は、参加日の2週間前から検温を実施し、記録したものを大会へ提出してください。

（別途ご案内します） 

また、期間中に以下に当てはまる方は必ずご自身で医療機関を受診ください。 

・平熱を超える発熱（37.5°C以上） 

・体調不良（例：咳・咽頭痛などの風邪の症状、だるさ（倦怠感）、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方と濃厚接触がある場合 

○新型コロナウイルス感染された方への参加条件 

新型コロナウイルスに感染された方は以下のいずれかの条件を満たしている方のみ参加を認め

ます。 
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<有症状者の場合> 

① 大会受付日までに（UTMF165k 4月21日KAI69k 4月22日）発症日から10日間

以上経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合。 

② 大会受付日までに症状軽快後24時間以上経過した後、24時間以上の間隔をあ

け、2回のPCR等検査で陰性を確認できた場合。 

＜無症状病原体保有者の場合＞ 

① 大会受付日までに検体採取日（陽性確定に係る検体採取日）から10日間以上経

過した場合。 

② 大会受付日までに検体採取日から6日間以上経過後、24時間以上間隔をあけ２回

のPCR等検査で陰性を確認できた場合。 

○濃厚接触者となられた選手への参加条件 

濃厚接触者となった方は以下の条件を満たしている方のみ参加を認めます。 

・陽性者の発症日（陽性者が無症状の場合は、検体採取日） 

・陽性者の発症等により住居内で感染対策を講じた日＊１ 

*1
ここで言う感染対策は、日常生活を送る上で可能な範囲での、マスク着用、手洗い・手指消毒の実施、物資等の共有

を避ける、消毒等の実施などの対策を想定しています。 

のいずれか遅い方を最終接触日0日目として大会受付日より9日間以上経過している場合。 

 

【ボランティア活動時の注意】 

○活動中は常にマスクを着用ください。 

○感染予防の為、選手自身および選手の装備品・ゴミに触れる事ができません。 

○可能な範囲で周囲の人と距離を空けてください。 
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〇除菌ティッシュやアルコールスプレーなどの携行を推奨します。手洗いやうがい、消毒など

をこまめに行ってください。 

〇ゴミは、指定されたゴミ箱以外に廃棄することを禁止します。 

〇鼻水、唾液などが付いたゴミについてはビニール袋等に入れて密閉して縛り、持ち帰るか指

定されたゴミ箱に廃棄してください。 

〇飲みきれなかったスポーツドリンク等を指定場所以外（例えばコース上）に捨てることを禁

止します。 

 

【免責事項】 

○大会主催は本大会に関わる全ての人の新型コロナウイルス感染に対する一切の責任を負いま

せん。 
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Ⅳ.出展者、応援者 

【大会前の注意事項】 

〇日常的に感染対策に気を遣ってください。 

○大会14日前までに新型コロナウイルスのワクチン接種（2回）の完了を強く奨励いたしま

す。 

〇大会開催の2週間前から検温等の体調管理を強く奨励いたします。 

また、期間中に以下に当てはまる方は必ずご自身で医療機関を受診ください。 

・平熱を超える発熱（37.5°C以上） 

・体調不良（例：咳・咽頭痛などの風邪の症状、だるさ（倦怠感）、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方と濃厚接触がある場合 

 

○新型コロナウイルス感染された方の参加条件 

新型コロナウイルスに感染された方は以下のいずれかの条件を満たしている方のみ参加を認め

ます。 

<有症状者の場合> 

① 大会参加日までに（UTMF165k 4月21日KAI69k 4月22日）発症日から10日間以上

経過し、かつ、症状軽快後72時間以上経過した場合。 

② 大会受付日までに症状軽快後24時間以上経過した後、24時間以上の間隔をあけ、2

回のPCR等検査で陰性を確認できた場合。 
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＜無症状病原体保有者の場合＞ 

①大会参加日までに検体採取日（陽性確定に係る検体採取日）から10日間以上経過し

た場合。 

②大会参加日までに検体採取日から6日間以上経過後、24時間以上間隔をあけ２回の

PCR等検査で陰性を確認できた場合。 

○濃厚接触者となられた選手への参加条件 

濃厚接触者となった方は以下の条件を満たしている方のみ参加を認めます。 

・陽性者の発症日（陽性者が無症状の場合は、検体採取日） 

・陽性者の発症等により住居内で感染対策を講じた日＊１ 

*1
ここで言う感染対策は、日常生活を送る上で可能な範囲での、マスク着用、手洗い・手指消毒の実施、物資等の共有

を避ける、消毒等の実施などの対策を想定しています。 

のいずれか遅い方を最終接触日0日目として大会受付日より9日間以上経過している場合。 

 

【大会前日・当日の注意事項】 

〇受付会場および大会会場の入口にてセンサーによる検温を実施いたします。37.5℃以上の方

は会場にご入場いただけません。選手に限らず、応援者様・出展者様・ボランティアスタッフ

も同様で、すべての方が対象となります。 

〇常に感染対策を心がけ、会場内の導線等はスタッフの指示に従ってください。 

〇受付会場および大会会場では必ずマスクを着用してください。 

〇会場内で出たゴミは、指定されたゴミ箱以外に廃棄することを禁止します。 

〇鼻水、唾液などが付いたゴミについてはビニール袋等に入れて密閉して縛り、持ち帰るか指

定されたゴミ箱に廃棄してください。 
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【免責事項】 

○大会主催は本大会に関わる全ての人の新型コロナウイルス感染に対する一切の責任を負いま

せん。 
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V.プレス関係者 

・本年の取材活動は事前エントリーおよび受付・抗原検査が必要となります。 

・本年の大会はプレスバスの運行の予定はございませんのでご注意ください。 

・プレス登録の詳細は後日発表いたします。 

 

【プレス登録資格】 

○本大会の参加資格は以下になります。 

・エントリー時及び大会受付日原則8日前（*入国当日は含まれません）に日本に在住している

人 

・大会受付日に主催者が実施する抗原検査（費用別途）を受け陰性であること。 

・大会当日に18歳以上の男女。 

・報道関連の仕事に携われている方。 

 

○登録料 

2,000円(税込・抗原検査費・登録料)/人 

*選手エリア・エイド内での取材活動を実施する方。選手エリア・エイド内での取材活動をさ

れない方の登録料はかかりません。 

 

【大会前の注意事項】 

〇選手とそのご家族は、日常的に感染対策に気を遣ってください。 

〇選手は、大会開催の2週間前（UTMF165k,2022年4月8日,KAI69k2022年4月9日）から検温

を実施し、記録したものを大会へ提出してください。（別途ご案内します） 
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また、期間中に以下に当てはまる方は必ずご自身で医療機関を受診ください。 

 ・平熱を超える発熱（37.5°C以上） 

・体調不良（例：咳・咽頭痛などの風邪の症状、だるさ（倦怠感）、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方と濃厚接触がある場合 

 

○新型コロナウイルス感染された方への参加条件 

新型コロナウイルスに感染された方は以下のいずれかの条件を満たしている方のみ参加を認め

ます。 

<有症状者の場合> 

① 大会参加日までに（UTMF165k 4月21日KAI69k 4月22日）発症日から10日間以上

経過し、かつ、症状軽快後72時間以上経過した場合。 

② 大会受付日までに症状軽快後24時間以上経過した後、24時間以上の間隔をあけ、2

回のPCR等検査で陰性を確認できた場合。 

＜無症状病原体保有者の場合＞ 

① 大会参加日までに検体採取日（陽性確定に係る検体採取日）から10日間以上経過し

た場合。 

② 大会参加日までに検体採取日から6日間以上経過後、24時間以上間隔をあけ２回の

PCR等検査で陰性を確認できた場合。 
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○濃厚接触者となられた選手への参加条件 

濃厚接触者となった方は以下の条件を満たしている方のみ参加を認めます。 

・陽性者の発症日（陽性者が無症状の場合は、検体採取日） 

 ・陽性者の発症等により住居内で感染対策を講じた日＊１ 

*1ここで言う感染対策は、日常生活を送る上で可能な範囲での、マスク着用、手洗い・手指消毒の実施、物資等の共有

を避ける、消毒等の実施などの対策を想定しています。 

のいずれか遅い方を最終接触日0日目として大会受付日より9日間以上経過している場合。 

 

【大会前日・当日の注意事項】 

〇受付会場および大会会場の入口にてセンサーによる検温を実施いたします。37.5℃以上の方

は会場にご入場いただけません。選手に限らず、応援者様・出展者様・ボランティアスタッフ

も同様で、すべての方が対象となります。 

〇受付時や必携品チェックの際には感染対策を心がけ、会場内の導線等はスタッフの指示に従

ってください。 

〇受付会場および大会会場では必ずマスクを着用してください。 

〇会場内で出たゴミは、指定されたゴミ箱以外に廃棄することを禁止します。 

〇鼻水、唾液などが付いたゴミについてはビニール袋等に入れて密閉して縛り、持ち帰るか指

定されたゴミ箱に廃棄してください。 

〇受付や必携品チェック、また更衣室等は、混雑時に密集・密閉状態を避けるために一時的に

利用人数を制限する場合があります。スタッフの指示に従ってください。 
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【取材の際の注意事項】 

○選手へのサポート行為（レース状況の情報提供も含む）を禁止いたします。発見した場合は

当該選手の失格やペナルティを課せられることがあります。 

○エイドステーションに入る際に必ず手指消毒をしてください。 

〇エイド内では常にマスクを着用してください。 

○取材活動は事前に登録した人にのみ行う事ができます。 

〇取材活動中は、可能な範囲で周囲の人と距離を空けてください。 

〇除菌ティッシュやアルコールスプレーなどの携行を推奨します。手洗いやうがい、消毒など

をこまめに行ってください。 

○感染予防の為、原則選手自身および選手の装備品・ゴミに触れる事ができません。 

〇ゴミは、指定されたゴミ箱以外に廃棄することを禁止します。 

〇鼻水、唾液などが付いたゴミについてはビニール袋等に入れて密閉して縛り、持ち帰るか指

定されたゴミ箱に廃棄してください。 

〇飲みきれなかったスポーツドリンク等を指定場所以外（例えばコース上）に捨てることを禁

止します。 

 

【大会終了後の注意事項】 

〇大会終了後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や発熱や咳などの感冒

症状がでた場合は、必ず速やかに大会実行委員会に報告し、濃厚接触者の有無等についても併

せて報告してください。 
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【免責事項】 

○大会主催は本大会に関わる全ての人の新型コロナウイルス感染に対する一切の責任を負いま

せん 


