新型 コロナ ウイルス感染症 対策
● 府 中市立総合体育鮮打TCア リーナでは、新型 コロナ ウイルス感染症の拡大防 止のため、施 設へ の入
場及び施設利用 に際 して は、次の注意事項を守つて ください。
・ 施設を利用 され る方 は運動前の体調チェック と予防対策を徹底 して ください。
・ 運動中を除き、施設内 にお いて はマスク等を着用 し′感染予防に努めて ください。
・ マスク等の着用がで きないエ リア (更 衣室等 )で の会話 は自粛 して くださ い。
・ 手洗 いや手 ・ 指 のアル コール 消毒を必ず行 つて くださ い。
・ 次 に該当する場合 は、施設利用をお控え ください。
熱や咳、 くしゃみな ど風邪の症状がある
強 いだるさ (俗 怠感 )や 息苦 しさがある方
咳・ 痰 ・ 胸部不快感のある方
味覚 。嗅覚 に違和感がある方
身内や身近な接触者 に上記の症状がみ られ る方
・ 学校等が休業期 間内の園児・ 児童 ・ 生徒 は、施設利用 を 自粛 して ください。
・ 発症 する と重症化の恐れがある糖尿病 、心臓疾患、呼吸器疾患等 の基礎疾患がある方 、人工透析 を
受 けている方 、免疫抑制剤や抗がん剤等を用 いている方 は、施設利用を 自粛 して ください。
・ 対面での会話 ′大声での応援 、八 イタ ッチな どの行動 は自粛 して ください。
・ 共用ス ペ ース での長時間利用、対面利用 、会話 は自粛 して ください。
・ 集団で行 う競技 、近接 して行 う競技 、身体 的接触がある競技な どを実施 する場合 は、各競技団体等
が示 す指針な どに基づ き、密集や密接 を回避 して ください。
※ 感染症患者 が発 生 した場合 に備え 、利用者の利用状況及び運絡先を把握 。管理 させていただきます。

● 大会進行 につ いて
。 開会式 、閉会式 は行 いません。
・ 1部 制 にて実施 する予定ですが、感染状況 、出場人数 によ り受付 時間及び 開始時間 に変更がある場
合がございます。変更 の 際 は決定後の開始時間等の詳細をお知 らせいた します。
・ 会場内での席 は、最低 1席 以上あ けてお座 りくだ さい。
・ 選手の試合 中のマス ク着用 については、任意 といた しますが、選手の試合以外 、セ コン ドの方や選
手以外の方 々は感 染対策を徹底 し、マスクは必ず着用 するようお願 い致 します。
・ セコン ドは 1選 手 に対 して 2名 のみです。代表者及び選手 、セコ ン ド以外の コー ト内へ の立ち入 り
はご遠慮お願 い します。
・ セ コン ドや コー ト外で応援 する方 々はお 互 いの距 離を可能な限 りと り接触 を減 らすように し、試合
中での大 きな声の応援 はな るべ くお控え ください。
※コロナの状況 によつて はア リーナではな く2階 客席での応援 になる可能性があ ります。
・ ヘ ッ ドガ ー ド(前 面あ り)等 サポ ータ ー類 は各 自用意 して ください。
ヘ ッ ドガ ー ドをお持ちでない方 は貸出 してお りますが 、各 自で消毒を して ください。
・ ご 自身の試合が終わ りま した ら、で きる限 り退場お願 いいた します。
・ 入賞者の方 は、賞状作成 ブ ース にて賞状 をお渡 しいた します。
・ 感染拡大の状況及び緊急事態宣言発令 によつては、大会 を中止する場合 もあ ります。

感染 拡 大 防止の為 、何 卒 ご理 解ご 協 力の程 、 よろ しくお願 い申 し上げ ます 。

