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プリンセス駅伝（予定通り終了しました） 

クイーンズ駅伝 

ニューイヤー駅伝 

各大会にかかわるすべての皆さまへ 

2020 年 11 月 10 日 

一般社団法人 

日本実業団陸上競技連合 

 

当連合主催駅伝３大会 開催に向けた共通ガイドライン 

新型コロナウイルス感染症への対応策 

 

《第３版》クイーンズ駅伝への個別対応に関する要素を追加（赤字表記） 

 

プリンセス駅伝㏌宗像・福津（第６回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会予選会） 

2020 年 10 月 18 日（日） 福岡県宗像市・福津市 

⇒⇒⇒ 大会終了後、２週間以上が経過し、この間、大会関係者からの

感染者は確認されませんでした。関係者の皆さまのご協力に感

謝申し上げます。ありがとうございました。 
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クイーンズ駅伝㏌宮城（第 40 回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会） 

2020 年 11 月 22 日（日） 宮城県 

ニューイヤー駅伝 2021 ㏌ぐんま（第 65 回全日本実業団対抗駅伝競走大会） 

2021 年１月１日（金・祝） 群馬県 

 

【はじめに】 

このガイドラインにおける「大会関係者」とは、以下に挙げる、大会にかかわ

るすべての方たちを対象とします。感染症予防と拡大防止、安全・安心な大会運

営への、ご協力、よろしくお願いいたします。秋から冬にかけて、季節性インフ

ルエンザや風邪などが流行する時期での開催となりますので、日々の健康管理

とも併せて、万全な体調で各大会にご参加いただきたく、ご配慮をお願いいたし

ます。 

各駅伝大会の個別ガイドラインは、各大会の特性を踏まえた形で、今後、別途

お示しいたします。 

 

競技者、監督・コーチ・スタッフなどチーム関係者 

出場チーム企業関係者 

競技役員・自主整理員・補助員、大会役員・スタッフ 

競技場運営者 

来賓 
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協賛社・サプライヤー各社 

中継放送局（TBS テレビ）スタッフ 

取材メディア 

スポーツメーカー各社 

大会当日や大会前の練習に、関連施設等に来場する、すべての方々 

 

本ガイドライン策定にあたっては、下記の各ガイドライン、ガイダンスなどを

参照しました。 

 

スポーツ庁「スポーツ関係の新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_0002

1.html 

 

日本スポーツ協会「スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドライ

ン」https://www.japan-sports.or.jp/about/tabid1278.html 

 

日本陸上競技連盟「陸上競技再開のガイダンス」 

https://www.jaaf.or.jp/news/article/13857/ 

日本陸上競技連盟「ロードレース再開についてのガイダンス」策定について 

https://www.jaaf.or.jp/news/article/13887/?tag=%E3%82%AC%E3%82%A4
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%E3%83%80%E3%83%B3%E3%82%B9 

 

各開催地の福岡県、宮城県、群馬県の新型コロナウイルス感染症の総合サイト 

福岡県「新型コロナウイルス感染症ポータルページ」 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/covid-19-portal.html 

 

宮城県「新型コロナウイルス感染症対策サイト」 

https://www.pref.miyagi.jp/site/covid-19/ 

 

群馬県「新型コロナウイルス感染症まとめページ」 

https://www.pref.gunma.jp/02/d29g_00243.html 

 

感染拡大防止のため、厚生労働省「新型コロナウイルス接触確認アプリ COCOA」

及び各県の接触確認アプリを必ず導入 

厚労省「COCOA」 

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

 

宮城県「みやぎお知らせコロナアプリ（ＭＩＣＡ）」 

https://www.pref.miyagi.jp/site/covid-19/miyagi-info-corona.html 
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群馬県 

（今後、導入された場合にＵＲＬ掲示） 

 

各関係施設にはアプリ導入のための QR コードが掲示されています。導入が

すんでいない方は、必ず導入してください。アプリ導入が入場の条件となります

ので、ご注意願います。 

 

＊各開催地の福岡陸上競技協会、宮城陸上競技協会、群馬陸上競技協会の役員・

審判員の皆さまは、各陸協が定めたマニュアルに則ってください。 

 

＊後日、保健所など行政当局からの問い合わせに備え、各大会関係者は、競技場

への往復、競技場の内外での行動範囲のメモを取っておくなど、保健所による

「積極的疫学調査」等がある場合へのご対応、ご協力、よろしくお願いいたし

ます。 

 

＊発熱相談に関して、厚生労働省の保健所設置自治体への通達（９月４日付）に

よって、１１月以降、相談・受診までの手続きの仕組みが変わります。 

１０月までは各保健所などに設置された「帰国者・接触者相談センター」が最初

の電話相談窓口となっていますが、１１月以降は、まずは各人の近所の診療所

や、かかりつけ医に電話で相談する仕組みとなります。各県の医師会による態勢
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は順次整えられていく予定となっていますので、態勢が整った自治体から随時、

このガイドラインでも紹介していきます。 

（11 月 10 日追加） 

宮城県、仙台市の新型コロナウイルス感染症に関する健康相談窓口は以下の通

りです。 

受診・相談センター（コールセンター） 

電話番号：022-211-3883、022-211-2882 

受付時間：２４時間対応 

https://www.pref.miyagi.jp/site/covid-19/03.html 

 

＊大会前及び大会を終えて帰還した後に発熱等があった場合は、各人が居住、ま

たは練習・活動拠点とする地域を所管する保健所にご相談ください。大会のため

開催地入りした後は、上記項目のように、10 月までと、11 月以降では、相談か

ら受診に至る仕組みが変わりますので、大会ごとにご案内いたします。 
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【ガイドライン本文】 

■ １ ■大会開催の可否判断 

＊新型コロナウイルスの感染状況に応じ、政府の「緊急事態宣言」発令、あるい

は各開催地の県による「大規模イベントの自粛要請」など、行政当局からの指

導に対応し、開催が困難と判断された場合は、大会を中止とします。 

 

■ ２ ■大会への参加 

＊各所属先企業の判断を順守してください。都道府県をまたいでの遠征禁止や

全国規模の大規模大会への参加が禁止された場合は、「欠場届」にその旨を記

載して、欠場届の手順に従って大会事務局に提出してください。 

 

＊各所属先企業、あるいは居住地の都道府県から、強制力の伴わない、都道府県

をまたいでの外出自粛要請が出た場合は、各自の判断で、責任をもって参加の

可否を判断してください。 

 

＊各大会の開幕３週間前以降に競技者・監督・現場指導コーチのいずれかに新

型コロナウイルス感染が確認された場合、当該の感染者は大会参加を辞退す

るか、もしくは主催者が大会参加を取り消します。 

大会にエントリーしている同一チーム所属の競技者・監督・現場指導コー

チ等が保健所から濃厚接触者と認定された場合については、当該濃厚接触者



8 

 

が、厚生労働省の方針に則り PCR 検査を受け陰性となり、かつその後 14 日

間にわたり健康状態を観察する期間を経過し、症状が出ていない場合は各所

属先企業の判断を尊重することとし、それに該当しない場合は、大会参加を

辞退するか、もしくは主催者が大会参加を取り消します。 

保健所が濃厚接触者と認定しなかった競技者・監督・コーチ等の大会参加

については、各所属先企業の判断を尊重します。 

 

■ ３ ■来場者の総数を規制します 

＊各大会の関係施設等に入場できるのは、主催者が ID カードを付与した方たち

に限られます。感染リスク低減の観点から来場者総数を抑制する必要がある

ため、ID カードの発行枚数は、各カテゴリーの必要に応じて上限を設けてい

ます。 

 

＊ID カードの種別によって入場可能エリアが分かれますので、ご注意ください。 

 

＊各施設への出入口を限定します。階段等は上り・下りを区分して各一方通行と

するなど密集・密接の回避に努めます。各出入口には、フィルタリングのため

の体温測定機器、手指消毒液を用意します。体温測定器で「３７・5 度以上」

の体温が測定された場合、入場をお断りします。あらかじめご了承ください。 
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■ ４ ■出場企業・チームへのＩＤカード交付 

＊出場チーム・企業には、競技者・監督を含め、以下の枚数のＩＤカードを交付

します。上限の枠内で 

プリンセス駅伝  上限 20 枚（競技者最大 10＋監督１＋その他９） 

クイーンズ駅伝  上限 20 枚（競技者最大 10＋監督１＋その他９） 

ニューイヤー駅伝 上限 22 枚（競技者最大 12＋監督１＋その他９） 

※出場チーム・企業向けのＩＤカードは「選手・監督・コーチ」「チーム関係

者」の２種類があります。「チーム関係者」ＩＤの保有者は、スタート・フィニ

ッシュ地点と中継所の各規制エリアには入場できません。 

大会前日（ニューイヤーは大会前々日）の監督会議受付の際にお渡しします。 

エントリーした競技者数が最大値に満たない場合は、その満たない分をチー

ム関係者が利用することができます。チーム・企業は、その枠内で、会社関係者

並びに企業広報（１社２名以内、外注の委託業者を含む）に割り当ててください。 

 

（クイーンズ駅伝 11 月 10 日改訂） 

＊フィニッシュ地点の弘進ゴムアスリートパーク仙台（仙台市陸上競技場）の

グラウンドレベルの「３密」を防ぐため、以下の通りとします。 

 

「監督・コーチ・選手」ＩＤカード 上限１５枚 
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監督会議受付時に体調管理チェックシートの提出に合わせ、カード内訳を記入

した「集計表」を提出してください。その配分数に応じて、ＩＤカードを交付し

ます。競技場メインスタンドの座席を出場チームに割り当てますので、「チーム

関係者」ＩＤカードの方はスタンドをご利用ください。なお、スタンド座席数の

割り当ては、全２２チーム均等ではなく、コース沿道の出場チーム企業自主整理

員（ボランティア）を派遣いただく数に応じて、傾斜配分となっていますので、

ご了承願います。 

（Ｐ２２ ■１５■表彰の項目参照） 

 

■ ５ ■大会を迎える前に 

＊日々の練習、日常生活における感染予防に努めてください。 

集団行動が伴うスポーツ活動では、これまでに、大学・高校などのスポーツ部

活動を中心に、クラスター（集団感染）発生の事例が全国各地から報告されま

した。陸上競技は比較的、濃厚接触の機会が少ない競技特性がありますが、油

断は禁物です。疲労が蓄積されると免疫力が低下するため、十分な休息や睡眠、

栄養バランスの取れた食事等で体調管理に努めてください。過度のストレスも

免疫力の低下を招きますので、ストレス解消に各人の工夫をお願いいたします。 

 

＊「３密」の回避やマスク着用、手洗い・手指消毒の励行、社会的距離（ソーシ

ャルディスタンス）の確保、大人数での会食を控えるなど、感染予防に努めて
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ください。 

 

＊他の競技団体で、各団体の内規等で定めた人数制限を超えた多人数での会食

を原因とする集団感染が報告されています。改めて、細心の注意をお願いいた

します。 

 

＊事前のコース下見や試走を行う際は、コース沿道の皆さまに不安感や不信感

をいだかれるような行為は厳に慎んでください。車で移動する際は、交通法規

を遵守し、駐停車のマナーを守ってください。 

 

 

（クイーンズ駅伝 11 月 10 日追加） 

＊例年、中継所並びに更衣室等として借用している施設のうち、従来の第１中

継所「塩竈市地域活動支援センター」は中継所・更衣室等すべてにおいて施設

提供を辞退しています。新型コロナウイルス感染症への懸念によるものです。

よって、下見・事前試走で現地を訪問する際、「塩竈市地域活動支援センター」

の施設借用は駐車スペースも含め厳禁です。第４中継所の聖和学園高等学校も

校内の施設提供を辞退しています。校内の施設借用は同様に厳禁です。下見・

試走の時点でマナー違反行為があると、大会の開催そのものの是非が地域の

方々から問われます。くれぐれもご注意ください。開催地の方々は、宮城県外
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から訪れるスポーツ選手たちを厳しいまなざしで見ているということを忘れ

ないようお願いします。 

 

■ ６ ■大会会場への往路・復路の移動中 

＊公共交通機関を利用する場合は、「３密の回避」やマスク着用、手洗い・手指

消毒の励行など、感染予防に努めてください。また、同行者との大声での談笑

を慎むなど、周囲の人たちへの配慮をお願いいたします。 

 

＊自家用車やマイクロバスなど、車で来場する場合も、車内の換気や、適切な距

離の確保など、感染リスクの低減に努めてください。 

 

■□■□■体調管理チェックシートの記入と提出■□■□■ 

※大会関係者すべてが対象となります 

＊クイーンズ駅伝用のチェックシート（Ｅｘｃｅｌファイル）は大会ＨＰに 11/5

掲載ずみです。 

http://www.jita-trackfield.jp/schedule/ 

 

■ ７ ■大会前 

※各大会の１週間前からチェックした結果をシートに記入する。 

＊クイーンズ駅伝は 11/15㈰～21㈯の期間です。 
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（１）<競技者・監督・コーチ・スタッフなどチーム関係者（企業広報含む）> 

①大会前日（ニューイヤーは大会前々日）の監督会議の受付の際に控えを提出し

て、確認を受けてください。原本または元データは各チームで保管してくださ

い。企業広報を社外業者に委託する場合も提出が必要です。未提出者がＩＤカー

ドの交付を受けないまま沿道で撮影活動していたことが確認された場合、その

人数分のＩＤカードを没収するか次回大会での企業広報へのＩＤカード交付を

お断わりする場合がありますので、ご注意願います。 

 

②大会当日のチェックシートは、同一シート（２枚以上になる場合は必要分）に

チーム全員分（ID カード交付人数分、チーム企業関係者分も含む）を記入し、

各大会要項が指定する時間までに大会本部に控えを提出し、確認を受けてくだ

さい。原本または元データは、各チームで管理してください。 

 

（２）<その他の大会関係者>（地域の実情に応じ、各大会で対応は異なります） 

＊それぞれの受付に提出し、確認を受けてください。 

①競技役員＝各陸上競技協会の競技役員受付 

・自主整理員＝募集した各市町で集約後、各市町のご希望に応じ、実業団連合で

管理します（着払いで連合事務所あてに送っていただきます） 

（11 月 10 日追加）＊クイーンズ駅伝では、時間的・地理的制約（配置箇所ごと

に個別に現地集合・解散）などを考慮し、自主整理員の皆さんが大会当日に提
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出することが難しいことから、提出は不要としました。各人で管理をお願いし

ます。 

・補助員＝各陸上競技協会が募集した場合は各陸協の受付、各市町で募集の場合

は上記「自主整理員」と同じ対応で 

 

・取材メディア＝報道受付 

・来賓・その他来場者＝実業団連合受付 

 

②ID カードの使い回しは厳禁です。 

※※大会前の４日間のいずれか、また、大会当日に、「３７・５度」以上の体温、

倦怠感や味覚・嗅覚障害などの新型コロナウイルス感染症特有の症状がみられ

た場合は、大会への参加をお断りします。はっきりした症状はないものの疑わし

いとみられる場合は、大会派遣医療従事者の所見に基づき、大会参加の可否を判

断します。 

 

（１）（２）共通 

①大会関係者から感染者が確認された場合、担当保健所や行政機関からの求め

に応じ、個人情報に最大限の配慮をしたうえで、当該機関に情報を開示すること

があります。 

 



15 

 

②上記の事例以外では、提出いただいたチェックシートは、主催者の日本実業団

陸上競技連合が１か月間、厳重に管理し、１か月経過後、シュレッダーで裁断処

理します。 

 

■ ８ ■大会後 

＊大会終了後２週間、体調管理チェックシートに記入し、健康観察を継続してく

ださい。シートは各自で管理し、異常がなかった場合は、提出の必要はありま

せん。 

＊クイーンズ駅伝は 11/23(月)～12/6㈰が対象期間です。 

 

※※万一、感染が確認された場合は、日本実業団陸上競技連合に報告してくださ

い。当連合では個人情報の取り扱いに最大限配慮し、担当保健所、行政機関

の指導のもと、濃厚接触者と認定される方たちがいた場合、その旨を該当者

に伝え、感染拡大の抑止に努めます。 

 

■ ９ ■大会開幕前の練習日の取り扱い 

＊各練習会場の受付簿に必要事項を記入し、受付に備え付けの機器で体温チェ

ックのうえ、練習日用 ID カードの交付を受けてから練習に臨んでください。

練習日用 ID カードは、練習日当日、もしくは、大会当日、大会本部に返却し

てください。検温で「３７・５度以上」の体温がある方に練習日用 ID カード
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の交付は行いません。また、大会への出場をお断りいたします。 

 

＊備品等を使用後は、各自の責任で消毒してください。 

 

（クイーンズ駅伝 11 月 10 日追加） 

＊弘進ゴムアスリートパーク仙台（仙台市陸上競技場）を事前練習で利用する場

合は以下の通りです。 

競技場正面玄関にある検温装置で必ず検温を受けてから入場してください。

37.5 度以上が検知された場合は、競技場スタッフの指示に従い、再検温でも

37.5 度以上の場合は、宿舎に戻って、医療機関等に電話相談のうえ、そのアド

バイスに従ってください。その日の朝の検温時点で、37.5 度未満であっても、

体調に微妙な違和感を覚えたら練習を自重する慎重さが求められます。 

 

  なお、練習で利用できるのは以下の日程です。 

（詳しくは「競技注意事項」を参照してください） 

http://www.jita-trackfield.jp/jita/wp-content/uploads/2020/10/2020_Queens-

EKIDEN_kyougichuuijikou_1105.pdf 

・11/19（木）と 20 日（金）は 9：30～15：00、21 日（土）は、9：30～12：

00 利用可能。ただし、大会準備のため制限を設ける場合があります。特に

19 日（木）は、15 時以降、フィニッシュアーチなど大型装飾物の設営工事
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を実施するため、練習終了時刻１５時を厳守してください。 

 ・11/18（水）以前は、一般開放となっているので陸上競技場のスケジュール

の範囲で利用可能。 

※フィールドの芝を養生中のため、芝の養生エリア内には絶対に立ち入らな

いこと。 

 

■ １０ ■関連施設等を使用する場合の一般的注意事項 

＊「３密」とならないよう、社会的距離（ソーシャルディスタンス）を確保しな

がら、ご利用ください。競技者は、競技中、ウオーミングアップ、クールダウ

ン中以外は、マスクを着用してください。 

 

＊各人が⾧時間占めていた施設備え付けシートや、備品類などは、使用後、各人

で可能な限り消毒にご協力お願いいたします。 

 

＊周囲に人が集まる場所では、マスク着用であっても大声を上げるのはおやめ

ください。 

 

＊ごみ箱は設置しないので、ごみは各人で持ち帰ってください。特に、不要とな

ったマスクや手指消毒した際のティッシュペーパー、布類などのごみは、密封

したごみ袋などで持ち帰るよう、衛生管理に工夫をお願いいたします。 
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■ １１ ■監督会議 

＊各大会で開催する監督会議は、「３密」を回避するため、会議室への入退室は

入口、出口を別々に設けて、一方通行とします。会場での案内を確認してくだ

さい。また、会議への参加者は各チーム１名のみといたします。 

 

（クイーンズ駅伝 11 月 10 日追加） 

＊例年使用している会議室より面積が広く、天井も高い仙台サンプラザホテル

３階「クリスタル」に会場を変更します。チーム出席者は１チーム１人。会議の

参加者はマスク着用です。 

 

■ １２ ■スタート地点、中継所での競技者の招集 

＊招集時、入退場時とも「３密」を避けるため、現地では競技役員の指示に従っ

てください。計時用チップの取り扱いに関しては、競技注意事項で別途ご案内

します。 

（クイーンズ駅伝 11 月 10 日追加） 

＊招集・点呼は１回のみとします。「競技注意事項」記載の時刻を厳守してくだ

さい。 

http://www.jita-trackfield.jp/jita/wp-content/uploads/2020/10/2020_Queens-

EKIDEN_kyougichuuijikou_1105.pdf 
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■ １３ ■更衣室 

＊「３密」を避けるため、適切な使用方法への協力をお願いします。短時間での

利用、付き添い者も極力入室しないか短時間の入室ですませるなど、工夫して

ください。スタート地点、中継所では、「３密」防止のため、プレハブ、テン

トなどを増設して対応しますので、ご協力お願いいたします。 

 

（クイーンズ駅伝 11 月 10 日追加） 

＊第１中継所をヤマダデンキテックランド塩釜店に変更。大会関係者は店舗内

には立ち入らないでください。トイレは仮設トイレを利用。 

第４中継所の更衣スペースとして、今大会では聖和学園高校の校内施設は使

用しません。代わって、聖和学園高校の西方向、県道 137 号「荒浜原町線」の

「宮城野２丁目」交差点を南へ入ったエリアに更衣室を仮設します。聖和学園高

校キャンパスへの立ち入りは厳禁です。 

また、第２中継所で施設の一部をお借りする塩竈市水道部は、衛生管理に厳格

な水道関連施設であることを十分に配慮し、立ち入り制限区域には絶対に立ち

入らないこと。 

すべての中継所において、競技者と付き添い者１名以外のチーム関係者は、Ｉ

Ｄカード保持者であっても規制エリアに入らないこと。 

報道機関、企業広報担当者とも中継所周辺では「密」を避けること。 
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※各施設を使用後、専門業者による消毒作業を行った後、管理者に返却します。 

 

■ １４ ■チーム関係者による沿道での指示・声援 

＊レースに出場しない控え選手や監督・コーチ・スタッフなど「選手・監督・コ

ーチ」や「チーム関係者」の各 ID カード保持者が沿道から指示・声援を送る

場合は、周囲に人が密集していないことを確認するなど、他者との適切な距離

を確保するとともに、同一チーム内であっても各人の社会的距離（ソーシャル

ディスタンス）の確保に努めてください。大声を上げる指示・声援は本来控え

ていただきところですが、周囲に配慮しながら、飛沫を防ぐ工夫をしてくださ

い。 

 

■ １５ ■表  彰 

＊「３密」防止の観点から、全日本大会（クイーンズ、ニューイヤー）の表彰で

は、８位入賞チームと区間賞獲得者など表彰対象者のみに限定し、競技終了後、

すみやかに行います。大会本部の指示に従ってください。プレゼンター側はマ

スクを着用します。テレビ・写真撮影への対応の際は、競技者・監督はマスク

の着用は不要ですが、セレモニー終了後はすみやかにマスクを着用してくだ

さい。贈呈側も出席者を最小人数に絞り込み、表彰状の読み上げやあいさつ等

を可能な限り省略して簡素化に努めます。 
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（クイーンズ駅伝 11 月 10 日追加） 

＊表彰式は、例年のホール（屋内）開催をやめ、フィニッシュ地点の弘進ゴムア

スリートパーク仙台（仙台市陸上競技場）の屋外（トラック部分など）を会場

に実施します。式典進行を簡素化・短時間化します。表彰の手順を一部省略し、

賞状・副賞の授与を省略して後日チームあてに送付します。出席者を、表彰対

象となる８位入賞チームのうち上位３位チーム代表者と区間賞受賞者に限定

するなど、少人数化を図ります。贈呈側は出席者数も最小限に抑え、贈呈側出

席者全員がマスクを着用します。 

（例年の表彰式は、出場 22 チームの全員が出席し、屋内のホールで約１時間

をかけて開催していました） 

表彰式開催時のフィニッシュ地点の「３密」防止の観点もあり、あらかじめ

入場者をＩＤカードコントロールで制限します。出場チームに割り当てるＩＤ

カードの発行枚数に１５枚の上限を設けたのもこのためです。 

（Ｐ９ ■４■出場企業・チームのＩＤカード交付の項目参照） 

 

■ １６ ■オーダー表・記録の取り扱い 

＊「３密」を回避するため、当連合 HP の速報コーナーで発表しますので、こち

らをご利用ください。例年、スタート地点などで毎日新聞社が発行・配付して

いるオーダー表は現地では配付いたしません。 
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■ １７ ■取   材（詳細は取材要項に記載） 

＊「３密」防止のため、取材者の総数、及び各社の来場者に上限を設けるととも

に、すべて事前申請とします。ただし、ライツホルダーである毎日新聞社、TBS

テレビの人数は別枠として取り扱います。 

＊クイーンズ駅伝の取材要項（報道機関用、11/5ＨＰ掲載ずみ） 

http://www.jita-trackfield.jp/jita/wp-content/uploads/2020/10/2020_Queens-

EKIDEN_syuzaiyoukou_1105.pdf 

 

＊記者室利用、撮影時、取材時は「３密」を避けるため、競技役員の指示に従っ

てください。また、各人で話し合って適切な距離を置くなど「３密」回避への

工夫をお願いします。 

 

＊付帯施設を含め会場内ではマスクを着用してください。こまめな手洗い、手指

消毒をお願いします。プレスルームに消毒液を用意してありますので、退出時、

使用した場所の消毒に、各人（各社）で可能な限り、ご協力よろしくお願いい

たします。 

 

＊競技終了後の取材方法は別途ご案内いたします。 

（クイーンズ駅伝 11 月 10 日追加） 

＊取材要項でご案内の通り、優勝チームはオンライン方式、２位以下のチームは、
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ミックスゾーン方式で対応します。詳しくは取材要項をご覧ください。 

 

＊一部の選手に関しては、チーム側の同意が得られた場合のみ、記者会見を実施

する場合もあります。その際は別途、ご案内いたします。 

 

＊大会前日（ニューイヤーは大会前々日）の公式記者会見は、別途開催方法をご

案内いたします。 

（クイーンズ駅伝 11 月 10 日追加） 

＊取材要項でご案内の通り、オンライン方式で実施します。詳しくは取材要項と、

その後の報道機関向けの個別のお知らせをご覧ください。 

 

■ １８ ■企業広報（１社２名以内）への対応（別途ＨＰに案内を掲出します） 

＊クイーンズ駅伝でのご案内（11/5ＨＰ掲載ずみ） 

http://www.jita-trackfield.jp/jita/wp-content/uploads/2020/10/2020_Queens-

EKIDEN_kigyoukouhou_1105.pdf 

 

Ｐ９「項目■４■」で示したＩＤカードの交付枚数の枠内でお願いします。 

 

＊スタート・フィニッシュ地点は、「３密」防止の観点から、メディアのみに取

材を許可いたします。企業広報の皆さんは、各社の腕章を着用のうえ、沿道
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のみでの撮影となります。その際、地域の方々に不安感、不信感をいだかせ

るような行為は厳に慎んでください。地域の方々から苦情が寄せられた場合、

事情を確認のうえ、マナーに反する行為が認められた場合は、ＩＤカードを

没収する場合があります。また、競技終了後に判明した場合は、次回大会の

企業広報用ＩＤカードの交付をお断りする場合もありますので、ご協力、お

願いいたします。 

 

＊車で移動する場合、駐停車も含め交通法規を厳守してください。企業関係

者が車を運転する場合は、スタッフ扱いとなりますので、ＩＤカードの着

用が必要です。交付ＩＤカードの枠内で対応してください。あらかじめタ

クシーをチャーターする場合は、運転手の方の検温など体調管理に各企業

が責任をもって対応してください。タクシー利用者が大会終了後、発熱な

どの症状があった場合は、誠意をもってタクシー会社への説明をお願いい

たします。 

（クイーンズ駅伝 11 月 10 日追加） 

＊今年はＪＲ東日本仙台支社によるＪＲ仙石線の臨時列車の運行はありませ

ん。移動の際は、余裕をもって計画的な行動をお願いいたします。 

 

■ １９ ■おもてなしイベント等 

＊「３密」防止の観点から、スタート、フィニッシュ、中継所等で実施してきた
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歓迎おもてなしイベントは今年度、実施を見合わせます。飲食物の屋台も同様

となります。毎年ご協力いただいている開催地の関係者の皆さまには、たいへ

ん申し訳ありませんが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

（クイーンズ駅伝 11 月 10 日追加） 

＊例年実施しております「ハートフルプロジェクト」は、残念ながら中止といた

します。弘進ゴムアスリートパーク仙台で開催していた「陸上教室」、宮城県

主催の「宮城の魅力ＰＲ企画」、レース翌日にコース沿線市・町の小学校で出

場チームの選手と児童たちが交流する「ふれあい陸上教室」は、開催を見合わ

せます。スタート・フィニッシュ地点、各中継所での応援手袋、メガホンの配

布もありません。ご了承願います。 

  新型コロナウイルス感染症が終息し、再び、地域の皆さまと交流できる日が

訪れることを切に願っております。 

 

■ ２０ ■懇親会・食事会等 

＊大会前日に実施していた当連合主催による懇親会（プリンセス、クイーンズ）

は、今回、開催を見合わせます。また、大会役員・来賓の方々による食事会等

も同様に開催を見合わせます。ご理解願います。 
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■ ２１ ■沿道での応援・観戦について自粛のお願い 

＊出場企業によるスタート・フィニッシュ地点並びに沿道での応援は、今回、自

粛をお願いしております。出場申込（エントリー）時点で、「応援自粛協力へ

の同意書」を提出していただきます。「同意書」の提出がない場合は、エント

リーを受け付けないこととしました。また、「同意書」の提出がありながら、

地域の方々から企業応援に関する苦情が寄せられた場合は、事実関係を確認

のうえ、違反行為が認められた場合は、次回大会の出場を認めないなどのペナ

ルティーを科すこともあります。ご協力願います。 

 

＊一般の駅伝ファン、沿道の地域の方々には、沿道での観戦を控えていただくよ

う、ご理解とご協力をお願いいたします。買い物や所用のため外出される際、

競技進行中のコース沿道では同じ箇所に１５分以上立ち止まることは避けて

いただくよう、お願いいたします。沿道が密集、密接とならないよう、各人の

間隔を１ｍ以上空けるなどソーシャルディスタンスの確保に努めてください。

たまたま通行中に選手が通過するのに出合った場合でも、大きな声を出して

の声援はお控えください。周囲に人が集まっている状況では、マスクの着用を

お願いいたします。 

 

＊例年、毎日新聞社が発行・配付しているオーダー表は、今回、配付しません。

応援用の紙小旗の配布もありません。 
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＊公道をお借りしてのロードレース、駅伝は、地域の方々に支えていただいて、

初めて成り立ちます。ご理解とご協力を改めてお願い申し上げます。 

 

（クイーンズ駅伝 11 月 10 日追加） 

＊フィニッシュ地点の弘進ゴムアスリートパーク仙台（仙台市陸上競技場）は、

メインスタンドを、出場チーム関係者の待機所として利用します。一般の方

は申し訳ありませんが、入場できません。 

検温済みの「選手・監督・コーチ」「チーム関係者」ＩＤカード着用者に限

って利用できます。各中継所から戻ってきた選手も、チームがフィニッシュ

するまでの間の待機所として利用願います。利用の際は「３密」とならない

ようソーシャルディスタンスを保ってください。利用時はマスクを着用し、

大声での談笑などはお控え願います。 

   例年、企業応援団用に開放しているバックスタンドと両サイド（サッカー

ゴール裏）の芝生席は利用できませんので、ご注意ください。 

 

＊今大会では、出場チームの企業各社からも、コース沿道の自主整理員（ボラ

ンティア）の派遣を得て、大会運営を支えていただいています。企業ボラン

ティアの皆さんも、担当業務終了後は競技場のメインスタンドをレース終了

までの待機所としてご利用いただけます。 

 



28 

 

■ ２２ ■新型コロナウイルス感染症対策室の設置 

＊日本実業団陸上競技連合は、大会３週間前～終了２週間後の間、以下の体制に

よる「新型コロナウイルス感染症対策室」を設置し、日本陸連「ロードレース

再開についてのガイダンス」に沿って対応いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 


