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令和 0４年 01 月 14 日 

令和 04 年 01 月 20 日修正 

各  位 

第 20 回エムウェーブスピードスケート競技会 

大会事務局 

 

 

第 20 回エムウェーブスピードスケート競技会実施について 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、本競技会については以下の通り実施いたします。 

皆様のご理解とご協力をお願い致します。 

 

1. 本競技会は、下記の (1)感染拡大予防ガイドラインおよび、(2)大会参加基準について 

に沿って実施します。 

本競技会に参加される皆様は、再度、下記の事項をご確認ください。 

(1)「日本スケート連盟主催競技会の開催に向けた感染拡大予防ガイドライン」 

https://www.skatingjapan.or.jp/common/img/info/guidelines20210701.pdf  

 

(2)「新型コロナウイルス(Covid-19)感染症対策における大会参加基準について」 

https://www.skatingjapan.or.jp/common/img/info/20200915_Covid-19_sankakijun-

r1.pdf 

 

2. 競技会の観戦について 

本競技会は無観客で実施します。 

（選手・チームスタッフ・大会関係者・選手関係者のみ入館可能） 

 

３. 競技会参加条件について 

「ワクチン・検査パッケージ」の原則停止をうけ、競技会参加条件を以下の通りとします。 

(1) 選手・チームスタッフ・選手関係者について 

ア）ワクチン接種後 14 日経過（令和 04 年 01 月 28 日以前）している事。 

（接種後の有効期限は設けず） 

イ） 選手以外の接種確認は ID 申請時に、自治体が発行した 2 回分のバーコードが貼付されて

いる接種記録書、又は接種証明書のコピー、又は撮影した画像をメールに添付する事。

（事前添付が難しい場合は受付時に必ず提示の事） 

ウ）選手の接種確認は受付時に行うので、接種記録書、又は接種証明書のコピーを必ず持参 

の事。 

    エ）ワクチン未接種、又は 2 回目の接種後 2 週間が経過していない場合、初回来館時に 72 

時間以内の PCR 検査による陰性証明が必要。（自費） 

 

https://www.skatingjapan.or.jp/common/img/info/guidelines20210701.pdf
https://www.skatingjapan.or.jp/common/img/info/20200915_Covid-19_sankakijun-r1.pdf
https://www.skatingjapan.or.jp/common/img/info/20200915_Covid-19_sankakijun-r1.pdf
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オ）初回来館時に、ワクチン接種後 14 日経過している者についても 24 時間以内の抗原検

査による陰性確認を実施。（自費） 

 

(2)上記条件を満たさない者は、競技会に参加を認めない。 

     ※ 陰性証明については「6. 陰性証明について」をご覧ください。 

 

４. ID カードの申請について 

(1) 参加選手については、オンラインでのエントリーに沿って ID カードを発行しますので、事前

申請の必要はありません。 

 

(2) チームスタッフ・大会関係者・選手関係者は、別紙の申請書で事前申請をお願いします。 

 

(3) チームスタッフの申請人数は、各チーム最大 3 名以内です。 

(但し、参加選手の人数を超えないこと) 

※ 複数チームのコーチ・監督をしている場合、重複して申請しないようお願いします。 

 

(4) 選手関係者（観戦者）の申請人数は、選手 1 名につき 1 名です。 

 

(5) ID カード申請書の申請締め切りは 2022 年 01 月２８日（金）正午迄です。 

申請先：大会事務局 担当:渡辺 info@skating-nsa.jp 

 

(6) 一般観戦がないため、駐車証の発行は致しません。 

  (施設北側以外の駐車場をご使用ください) 

 

５．選手・チームスタッフおよび大会関係者の健康チェックについて 

(１) 本競技会の初回来館時に入場口にて「手指消毒」・「検温」をし、受付で感染予防のため「3 密

回避」・「手指消毒」・「マスク着用」等の徹底指導を行い、「JSF アプリ」または「健康調査票」

で問題が無いことを確認した後、名前入り ID カードを発行しますので、氏名等を確認しお受

け取りください。 

健康調査等によっては大会出場をお断りする場合がありますのでご了承ください。 

 

(2)  ID カード発行後は、ご来館ごとに「手指消毒」・「検温」・「マスク着用確認」を行い、問題無

い方には ID カードに毎日チェックシールを貼付します。 

再入場の際は、その都度「手指消毒」と「マスクの着用」をお願いします。 

※ 再入場で ID カードにシールがある方は検温の必要はありません。 

 

 

mailto:info@skating-nsa.jp
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(３) 参加者は各自マスクを持参し、氷上を除いて常時着用してください。 

チームスタッフは氷上でもマスクの着用を厳守してください。（マスクは不織
ふしょく

布製
ふ せ い

を推奨） 

 

6. 陰性証明について 

  (1) ワクチン 2 回接種後 14 日以上経過している場合 

    初回来館時に、自費での検体採取後 24 時間以内の「抗原検査」による陰性結果が必要です。 

    来館者がこれに対応する医療機関又は衛生検査所等で検査を受ける場合のほか、 

ご自身で検査キットを用意し実施することも可能です。 

    ※検査キットは薬事承認されたものを推奨します。 

    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11331.html 

    ご自身で実施する場合、薬局・ドラッグストア等で「医療用抗原検査キット」を購入し 

    初回来館時より 24 時間以内に検査を実施。 

    テストデバイス(プレート)の裏面に氏名と検体採取日時を記入し、別紙「新型コロナウイル

ス検査確認書」に記載のうえ、受付時にテストデバイスと共に提出してください。 

 

(2) ワクチン未接種又は、2 回目の接種後 14 日が経過していない場合 

ア）初回来館時に、自費での検体採取後 72 時間以内の PCR 検査の陰性証明書が必要で 

す。 

       PCR 検査については医療機関又は衛生検査所等で行うか、薬事承認された PCR 検査 

キットの使用を推奨します。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19jihikensa

00001.html 

陰性証明書、又はメール等で届く陰性結果のコピーと共に、別紙「新型コロナウイル 

ス検査確認書」に記載のうえ、受付に提出してください。 

 

     イ）ご自身で検査実施する場合、現在検査機関が混雑している為、検体採取後 72 時以内 

に検査結果が届かない場合がございます。 

その場合、最大 240 時間(10 日間)までの検体採取による結果を有効としますが、更

に来館時より 24 時間以内の抗原検査の結果も必要となります。 

PCR の陰性結果は必ず必要となりますので、早めの検査依頼をお薦めします。 

抗原検査の方法については(1)通りです。 

 

   (3) 接種記録書、又は接種証明書を紛失等で提示出来ない場合 

     事前添付、又は受付時にコピーを提出出来ない場合については、(2)のワクチン未接種 

又は 2 回目接種後 14 日経過していない場合と同様の PCR 検査が必要です。 

 

  

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11331.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html
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  (4) 接種記録書、又は接種証明書を当日忘れた場合 

     原則提出・又は提示されない限りは入館できませんが、(1)の「抗原検査」を行い陰性 

     が確認出来れば入館が可能です。また翌日等に提出・提示された場合は、内容を確認し 

それ以降の入館は認めます。 

 

(5) いずれの検査結果も初回入館時のみ必要とし、翌日以降は省略しますので、各自感染防止 

対策を実施し行動をお願いします。  

 

7. その他 

(1) 館内での注意事項については、会場内に掲出しますので、ご覧いただきご理解とご協力をお

願いします。 

 

(2) 新型コロナウイルス接触確認アプリ【COCOA】の利用を推奨します。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html 

 

(3) 本競技会の会場内では、選手関係者（観戦者）と選手・チームスタッフは接触が出来ませ

ん。各自指定されたエリアで観戦をお願いします。 

 

(4) 館内では、常に「3 密回避」の徹底をお願いします。 

  (更衣室では短時間で着替えを済ませ、2F チーム席にてソーシャルディスタンスを保ってお

座りください) 

 

(5) 本競技会に参加される方全員、ID カードが無いと入場できません。 

事前申請により発行しまので、01 月 28 日（金）正午迄に、メールにて必ずお申し込みくだ

さい。(当日の申請・発行はいたしません) 

 

(6) 今後新型コロナウイルス感染症が急激に拡大した場合、その他やむを得ない事情により大会が

中止となる場合がございます。 

  また、陰性証明等の方法についても、今後の感染状況により変更となる場合もございます。 

今後の大会開催の詳細については、長野県スケート連盟のホームページをご覧下さい。 

   

(7) 本競技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いかなる責任も負いません。 

 

  (8) 本競技会で使用するアームバント(4 色)は、各自用意をお願いします。 

   「令和 3 年度日本スケート連盟主催スピードスケート競技会のアームバンドについて」 

https://www.skatingjapan.or.jp/common/img/event/SS_kiyaku_armband_20210720.pdf 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html
https://www.skatingjapan.or.jp/common/img/event/SS_kiyaku_armband_20210720.pdf


 

5 

 

 

(9) 上記条件が満たない場合は本競技会への参加を認めず、参加申込料も返還しませんのでご注 

意ください。 

 

 (10) 選手・チーム関係者・選手関係者以外の検査方法等については、別途個別にご連絡します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※別紙書類  

チームスタッフ ID 申請書 

選手関係者 ID 申請書 

大会関係者 ID 申請書 

チーム用健康調査票 

選手関係者用健康調査票 

大会関係者用健康調査票 

新型コロナウイルス検査確認書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

大会事務局 渡辺(ワタナベ) 

E-mail: info@skating-nsa.jp 

 



①来館初日に各自（自費）で【抗原検査】を実施し、当日抗原検査プレートの裏面に氏名・検査日時

を記入し、大会指定の【新型コロナウイルス検査確認書】と一緒に受付へ持参

※来館時24時間以内の検査とする ※別紙【1】参照

②来館時に「手指消毒」･「検温」･「マスク着用」を確認

③受付で①の【抗原検査プレート】･【新型コロナウイルス検査確認書】を提出

④【JSFヘルスチェックアプリ】または【健康調査票】を提示確認

※ワクチン接種証明等を事前未提出の場合は受付で必ず提示すること

⑤ IDカード発行

・来館初日の抗原検査無し①事前に各自（自費）で【PCR検査】を実施し【陰性証明書】と大会指定の【新型コロナウイルス検査

確認書】と一緒に来館時、受付へ持参 ※別紙【2】参照

②来館初日に各自（実費）で【抗原検査】を実施し、

当日抗原検査プレートの裏面に氏名･検査日時を

記入し、大会指定の【新型コロナウイルス検査

確認書】と一緒に受付へ持参

※来館時24時間以内の検査とする
※別紙【1】参照

③来館時に「手指消毒」･「検温」･「マスク着用」
を確認

④受付で①の【陰性証明書】と【新型コロナウイル

ス検査確認書】と②の【抗原検査プレート】･

【新型コロナウイルス検査確認書】を提出

⑤【JSFヘルスチェックアプリ】または
【健康調査票】を提示確認

⑥IDカード発行

②来館時に「手指消毒」･「検温」･「マスク着用」

を確認

③受付で①の【PCR陰性証明書】･

【新型コロナウイルス検査確認書】を提出後、

【JSFヘルスチェックアプリ】または

【健康調査票】を提示確認

④ IDカード発行
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・来館初日の抗原検査無し

②来館時に「手指消毒」･「検温」･「マスク

着用」を確認

③受付で①の【PCR陰性証明書】

･【新型コロナウイルス検査確認書】を提出

④【JSFヘルスチェックアプリ】または

【健康調査票】を提示確認

⑤ IDカード発行

①事前に各自（自費）で【PCR検査】を実施し【陰性証明書】と大会指定の【新型コロナウイルス検査

確認書】と一緒に来館時、受付へ持参

※別紙【2】参照

②来館初日に各自（実費）で【抗原検査】を実施し、

当日抗原検査プレートの裏面に氏名を記入し、

大会指定の【新型コロナウイルス検査確認書】と

一緒に受付へ持参
※来館時24時間以内の検査とする
※別紙【1】参照

③来館時に「手指消毒」･「検温」･「マスク着用」
を確認

④受付で①の【陰性証明書】と【新型コロナウイル

ス検査確認書】と②の【抗原検査プレート】･

【新型コロナウイルス検査確認書】を提出

⑤【JSFヘルスチェックアプリ】または
【健康調査票】を提示確認

⑥IDカード発行

2022.01.21



来館時24時間以内の抗原検査

薬事承認された検査キットにて
実施

来館時24時間以内に実施した抗原

検査で使用したテストデバイス

(プレート)裏面に氏名と検体採取

日時を明記し、「新型コロナウイ

ルス検査確認書」と共に受付に

提出

※ 薬事承認された検査キット(医療用)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11331.html

選手 : 接種記録書または、接種証明書のコピーを
上記と共に受付に提出

チームスタッフ・選手関係者 : 
IDカード申請時に、接種記録書または、
接種証明書のコピー又は画像を事前添付

2022.01.21



来館時より72時間以内
の検体採取により陰性

医療機関又は衛生検査所
にて実施

来館時より72時間以上～
240時間(10日間)までの

検体採取により陰性

薬事承認された検査キット
にて実施

検査機関で発行された陰性
結果と「新型コロナウイル
ス検査確認書」を受付に提出

来館時24時間以内の

【抗原検査】も必要

検査機関からメール等で届
いたPCR検査の陰性結果と
「新型コロナウイルス検査
確認書」と共に、
来館時24時間以内に実施し
た抗原検査で使用したテス
トデバイス(プレート)の裏
面に氏名と検体採取日時を
明記し、「新型コロナウイ
ルス検査確認書」と共に受
付へ提出

※自費検査を提供する検査機関一覧

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisak
unitsuite/bunya/kenkou_iryou/covi
d19-jihikensa_00001.html
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