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更新 

1. マスク着用方針の適用（3月 12日以前の対応を削除） 

 

以下は 3月 2日に既報 

 

■リーグ方針：3月 13日以降は、基本的対処方針の改定主旨に沿って、来場者・チーム関係者・大会関係者の全てを対象に、個人の判断に委ねることを原則とする。 

開催地自治体との調整がつき次第、主管クラブが適切と判断するタイミングで切り替えるものとする。 

但し「事業所別に個別に着用を求めることができる」との付記に基づき、クラブ内やホームゲームにおいて主管クラブの判断で着用を求めることは可能である。 

■手続き  ：開催地自治体へ確認のうえ、安全計画の更新を必要に応じて行う。予め来場者に周知すること。 

■改定の公表（2段階）：Ｊリーグは以下のスケジュールで本改定を公表する。クラブは必要に応じ運営関係者にリーグ公表前に周知することができる。 

① 3/２  3/12 までの対応と 3/13以降の対応を併記したガイドラインを公表 

② 3/13  3/12 までの対応を削除したガイドラインに更新 ← 今回の対応 

 

赤字を更新 

1. マスク着用方針の適用 

No 従来 3/13更新 備考 

(1)  3. 集団防衛（3つの密の回避）の考え方 

(1) 密接の回避 

① 対人対応、接客、演出等で人と人との接触を伴う可

能性がある場合は、前後で手指衛生（手洗いもしく

は手指消毒）を行う 

② 飛沫拡散リスクの回避 

⚫ 政府の基本的対処方針に基づき、イベント開催

時のマスク着用が適用される間（2023 年 3 月

3. 集団防衛（3つの密の回避）の考え方 

(1) 密接の回避 

① 対人対応、接客、演出等で人と人との接触を伴う

可能性がある場合は、前後で手指衛生（手洗いも

しくは手指消毒）を行う 

② 飛沫拡散リスクの回避 

⚫ Ｊリーグでは 2023 年 3 月 13 日以降、政府の

基本的対処方針の改定に合わせマスク着用に

関する記載は削除し個人の判断に移行する 

⚫ 3 月 12 日以前の対

応を削除 
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No 従来 3/13更新 備考 

12 日まで）は、来場者や関係者への情報提供の

目的で、厚労省指針（重症化リスクの高い人

や、体調不良の場合、人と人との距離が近い場

面で会話・歓声・声出し応援を含めて発声する

場面ではマスクの着用が推奨されていること）

を積極的に呼びかける。 

⚫ その後、3 月 13 日以降、政府の基本的対処方針

の改定に合わせマスク着用に関する記載は削除

し個人の判断に移行する。 

⚫ チーム関係者のマスク着用方針に関しても、原

則 3 月 13 日以降は個人の判断に委ねられる。チ

ーム関係者向けの競技に関するプロトコルで

は、個人で判断を行う際の参考として、濃厚接

触疑い基準に照らし最低限の対策として感染リ

スクの高い場面でのマスクの着用の目安を残

す。 

 

（参考）マスク着用に関する政府方針抜粋（令和 5 年 2 月 10 日） 

マスク着用の考え方の見直し等に伴う「業種別ガイドライン」、

「第三者認証制度」、「イベント開催制限」の事務連絡について 

https://corona.go.jp/news/news_20230210_02.html 

 2 月 10 日付の新型コロナウイルス感染症対策本

⚫ チーム関係者のマスク着用方針に関しても、

原則 3 月 13 日以降は個人の判断に委ねられ

る。チーム関係者向けの競技に関するプロト

コルでは、個人で判断を行う際の参考とし

て、濃厚接触疑い基準に照らし最低限の対策

として感染リスクの高い場面でのマスクの着

用の目安を残す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）マスク着用に関する政府方針抜粋（令和 5 年 2 月 10 日） 

マスク着用の考え方の見直し等に伴う「業種別ガイドライ

ン」、「第三者認証制度」、「イベント開催制限」の事務連絡

について 

https://corona.go.jp/news/news_20230210_02.html 

 2 月 10 日付の新型コロナウイルス感染症対策

https://corona.go.jp/news/news_20230210_02.html
https://corona.go.jp/news/news_20230210_02.html
https://corona.go.jp/news/news_20230210_02.html
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No 従来 3/13更新 備考 

部決定「マスク着用の考え方の見直し等につい

て」及び基本的対処方針の一部変更において、

マスクの着用は個人の判断に委ねることを基本

とする。 

 事業者が感染対策上又は事業上の理由等によ

り、利用者又は従業員にマスクの着用を求める

ことは許容される。 

 これらの方針等に沿って「業種別ガイドライ

ン」の見直しを行い、現場や利用者へ周知する

ことなどが示され、マスクの着用の考え方の見

直しは、円滑な移行を図る観点から、国民への

周知期間や各業界団体及び事業者の準備期間等

も考慮し、3 月 13 日から適用することとされて

いる。 

本部決定「マスク着用の考え方の見直し等に

ついて」及び基本的対処方針の一部変更にお

いて、マスクの着用は個人の判断に委ねるこ

とを基本とする 

 事業者が感染対策上又は事業上の理由等によ

り、利用者又は従業員にマスクの着用を求め

ることは許容される 

 これらの方針等に沿って「業種別ガイドライ

ン」の見直しを行い、現場や利用者へ周知す

ることなどが示され、マスクの着用の考え方

の見直しは、円滑な移行を図る観点から、国

民への周知期間や各業界団体及び事業者の準

備期間等も考慮し、3 月 13 日から適用するこ

ととされている 

(2)  XVI. 競技に関する留意事項 

チーム関係者のマスク着用方針に関して（2023 年 3 月 13 日以降の

方針） 

原則 3 月 13 日以降は個人の判断に委ねられることを受け、チーム関

係者向けの推奨指針「XVI.競技に関する留意事項」に記載の内容

は、個人で判断を行う際の参考として、濃厚接触疑い基準に照らし最

低限の対策として、感染リスクの高い場面でのマスクの着用の目安とし

て活用いただきたい。 

 

12. スタジアムへの到着 

XVI. 競技に関する留意事項 

チーム関係者のマスク着用方針に関して（2023年 3月 13日以降の

方針） 

原則 3 月 13 日以降は個人の判断に委ねられることを受け、チーム

関係者向けの推奨指針「XVI.競技に関する留意事項」に記載の内

容は、個人で判断を行う際の参考として、濃厚接触疑い基準に照ら

し最低限の対策として、感染リスクの高い場面でのマスクの着用の目

安として活用いただきたい 

 

12. スタジアムへの到着 

⚫ 3 月 12 日以前の対

応を削除 

⚫ マスク着用に関し 3月

13 日以降の方針に

あわせプロトコルの一

部を加筆 

⚫ ジムの利用に関する

参考情報は以下 

『2023 年 3 月 8 日

改定（一社）日本



公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

Ｊリーグ新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン 更新内容一覧【2023 年 3 月 13 日付】 

公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

4 

 

No 従来 3/13更新 備考 

(1) バス利用に際して、以下の点に留意する 

• 車内の換気に留意する。1 時間に 3 回程度の換気

が推奨される 

• 隣同士で 15 分以上会話を行う場合はマスク着用が

望ましい 

13. チーム及び審判員全員に求められること 

(1) 無理な来場は、勇気をもって、見合わせる 

 体調がよくない場合（例：37.5℃以上の発熱、咳、

喉の痛み、だるさ、味覚嗅覚の異常などの症状があ

る場合） 

 陽性診断を受け医療機関等により行動制限を受けて

いる場合（陽性診断前でも検査で陽性判定を受けて

いる場合） 

 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場

合 

 濃厚接触者の指定等で公的機関より行動制限の要請

を受けている場合 

(2) 更衣室など、近距離で人が集まり会話が発生する場所

や、ベンチで近距離かつ長時間（15 分以上を目安）会話

をする場合はマスクを着用することが望ましい 

14. 更衣室（チーム及び審判） 

(1) 更衣室内は、換気をよくする 

(2) 会話する場合、話し手はマスクを着用する（ただし試

(1) バス利用に際して、以下の点に留意する 

• 車内の換気に留意する。1 時間に 3 回程度の換気

が推奨される 

• 隣同士で 15 分以上会話を行う場合はマスク着用

が望ましい 

13. チーム及び審判員全員に求められること 

(1) 無理な来場は、勇気をもって、見合わせる 

 体調がよくない場合（例：37.5℃以上の発熱、

咳、喉の痛み、だるさ、味覚嗅覚の異常などの症状

がある場合） 

 陽性診断を受け医療機関等により行動制限を受けて

いる場合（陽性診断前でも検査で陽性判定を受けて

いる場合） 

 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場

合 

 濃厚接触者の指定等で公的機関より行動制限の要請

を受けている場合 

(2) 更衣室など、近距離で人が集まり会話が発生する場所

や、ベンチで近距離かつ長時間（15 分以上を目安）会

話をする場合はマスクを着用することが望ましい 

14. 更衣室（チーム及び審判） 

(1) 更衣室内は、換気をよくする 

(2) 人の集まる空間での長時間のマスクなし会話は感染リス

フィットネス産業

協会 FIA フィット

ネス関連施設にお

ける新型コロナウ

イルス感染拡大対

応ガイドライン』 

https://fia.or.jp/sto

p_covid19/ 

⚫ 14.タオルやボトルの

共用、15.選手の治

療・マッサージ につい

て、他のプロトコルと同

様に推奨の意を表す

ため「望ましい」という

表現に統一した 

https://fia.or.jp/stop_covid19/
https://fia.or.jp/stop_covid19/
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No 従来 3/13更新 備考 

合前後の出場選手や審判員はこの限りではない） 

(3) 人の集まる空間でのマスクなし会話は感染リスクが高

まることに留意する 

(4) タオル、飲水ボトル等を共用しない 

(5) 温水浴・アイスバスなどの浴槽やサウナを利用する場

合は会話を控え、適切に換気する 

参考：浴場業（公衆浴場）における新型コロナウイルス感染

拡大予防ガイドライン 

2022年 12月 2日改定 

https://www.1010.or.jp/zenyoku/pdf/2212_guide

line.pdf 

15. 選手の治療、マッサージ 

(1) トレーナーはマスク・手指消毒など標準予防策をとっ

たうえで対応 

(2) 環境（使用する器具等）を適宜消毒する 

16. 試合前のマッチコーディネーションミーティング 

• 使用する諸室は換気を行い、参加者はマスクを着用す

る 

17. 試合開始前のウォームアップ 

(1) 室内練習場の使用 

• 選手、コーチングスタッフは、マスクをしなくて

よい 

• 換気に留意する 

クが高まることに留意する 

(3) タオル、飲水ボトル等を共用しないことが望ましい 

(4) 温水浴・アイスバスなどの浴槽やサウナを利用する場合

は会話を控え、適切に換気する 

参考： 浴場業（公衆浴場）における新型コロナウイルス感

染拡大予防ガイドライン 

2023年 3月 1日改定 全国浴場組合サイトより 

https://www.1010.or.jp/zenyoku/member.html 

15. 選手の治療、マッサージ 

(1) トレーナーはマスク・手指消毒など標準予防策をとった

うえで対応することが望ましい 

(2) 環境（使用する器具等）を適宜消毒することが望ましい 

16. 試合前のマッチコーディネーションミーティング 

使用する諸室は換気を行う 

17. 試合開始前のウォームアップ 

室内練習場を使用する場合、換気に留意する 

18. 選手及び審判団のピッチ入場～キックオフ 

• 集合写真は通常通りの運用とする 

• セレモニー実施の場合、大会運営者は「大会運営

に関するプロトコル「7.接客、イベント、セレモ

ニーを企画する場合の対応の目安」を参考に実施

することが望ましい 

19. チームベンチ 

http://www.1010.or.jp/zenyoku/img/zenyoku_guideline.pdf
http://www.1010.or.jp/zenyoku/img/zenyoku_guideline.pdf
https://www.1010.or.jp/zenyoku/pdf/2212_guideline.pdf
https://www.1010.or.jp/zenyoku/pdf/2212_guideline.pdf
http://www.1010.or.jp/zenyoku/img/zenyoku_guideline.pdf
http://www.1010.or.jp/zenyoku/img/zenyoku_guideline.pdf
https://www.1010.or.jp/zenyoku/member.html
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/fia.or.jp/wp-content/uploads/2023/03/fia_guide_12.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/fia.or.jp/wp-content/uploads/2023/03/fia_guide_12.pdf


公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

Ｊリーグ新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン 更新内容一覧【2023 年 3 月 13 日付】 

公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

6 

 

No 従来 3/13更新 備考 

(2) ジムを使用する場合、次の点に留意する 

• 原則マスクを着用するか、身体的距離（できるだけ

2m、最低 1m）を確保する 

• 器具は適度に消毒する 

• マスクを外す場合は 2m 以上の身体的距離をとる

か、会話をしない 

参考『2022 年 12 月改定（一社）日本フィットネス

産業協会 FIA フィットネス関連施設における新型コ

ロナウイルス感染拡大対応ガイドライン』 

https://fia.or.jp/stop_covid19/ 

(3) ピッチ上でのウォームアップ 

• 選手、コーチングスタッフは、マスクをしなくて

よい 

• 審判員はマスクをしなくてよい 

18. 選手及び審判団のピッチ入場～キックオフ 

• 集合写真は通常通りの運用とする 

• セレモニー実施の場合、大会運営者は「大会運営

に関するプロトコル「8.接客、イベント、セレモ

ニーを企画する場合の対応の目安」を参考に実施

することが望ましい 

19. チームベンチ 

近距離かつ長時間（15 分以上を目安）会話をする場合はマ

近距離かつ長時間（15 分以上を目安）会話をする場合はマ

スク着用を推奨する 

20. 試合終了時のセレモニー 

セレモニー実施の場合、大会運営者は「大会運営に関する

プロトコル「7.接客、イベント、セレモニーを企画する場

合の対応の目安」を参考に実施することが望ましい 

21. ドーピングコントロール 

別途、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構

（JADA）より留意事項のある場合は周知する 

https://fia.or.jp/stop_covid19/
https://fia.or.jp/stop_covid19/
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No 従来 3/13更新 備考 

スク着用を推奨する。 

20. 試合終了時のセレモニー 

セレモニー実施の場合、大会運営者は「大会運営に関するプ

ロトコル「8.接客、イベント、セレモニーを企画する場合の

対応の目安」を参考に実施することが望ましい 

21. ドーピングコントロール 

別途、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構（JADA）

より留意事項のある場合は周知する 

(3)  XVII. イベント開催制限の段階的緩和の目安 

2.声出し応援席の設定 

 

削除 

⚫ 2023 シーズンより来

場可能数 100％で

声出し応援が可能と

なり、本条文の役割を

終えたことから削除 

 

(4)  XVIII.会場運営 

３． 厚生労働省からの指針に基づき、すべての来場者に対し来

場前に確認いただくこと 

(1) 無理な来場は、勇気をもって、見合わせる 

 体調がよくない場合（例：37.5℃以上の発熱、咳、

喉の痛み、だるさ、味覚嗅覚の異常などの症状があ

る場合） 

 陽性診断を受け医療機関等により行動制限を受けて

いる場合（陽性診断前でも検査で陽性判定を受けて

いる場合） 

XVIII.会場運営 

２． 厚生労働省からの指針に基づき、すべての来場者に対し来

場前に確認いただくこと 

(1) 無理な来場は、勇気をもって、見合わせる 

 体調がよくない場合（例：37.5℃以上の発熱、

咳、喉の痛み、だるさ、味覚嗅覚の異常などの症状

がある場合） 

 陽性診断を受け医療機関等により行動制限を受けて

いる場合（陽性診断前でも検査で陽性判定を受けて

いる場合） 

⚫ 3 月 12 日以前の対

応を削除 
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No 従来 3/13更新 備考 

 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場

合 

 濃厚接触者の指定などで公的機関より行動制限の要

請を受けている場合 

(2) 来場時のマスク携行を求める。会話・一次的な歓声・声

出し応援を含めて発声する場面では、発声する者のマス

ク着用（不織布マスクを推奨）、または発声中 2ｍ以上

を目安に距離を空けることを求める。３月 13 日以降は

来場者個人の判断へ移行するとともに、禁止事項より削

除する 

(3) 動線上できる限り人と人とが触れ合わない距離が保たれ

るよう工夫する 

(4) その他、主管クラブが地域の感染状況などにより独自の

感染対策を講じている場合、主管クラブは来場者へ周知

のうえ、来場者はそれらに協力する 

(5) 以上の確認事項は主管クラブが予め適切なタイミングで

来場者に対しインフォメーションを行う 

 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場

合 

 濃厚接触者の指定などで公的機関より行動制限の要

請を受けている場合 

 

 

 

 

 

 

(2) 動線上できる限り人と人とが触れ合わない距離が保たれ

るよう工夫する 

(3) その他、主管クラブが地域の感染状況などにより独自の

感染対策を講じている場合、主管クラブは来場者へ周知

のうえ、来場者はそれらに協力する 

(4) 以上の確認事項は主管クラブが予め適切なタイミングで

来場者に対しインフォメーションを行う 

(5)  XVIII.会場運営 

７．スタジアムへの入退場の管理（ファン・サポーター） 

(1) 当日の検温場所はリーグ一律では廃止する。クラブの判

断で設置の継続は差し支えない。廃止する場合、来場者

に対し、予め 37.5 度以上の発熱や、37.5 度未満でも症

状がある場合や平熱よりも高いことが明らかな場合、入

XVIII.会場運営 

６.スタジアムへの入退場の管理（ファン・サポーター） 

(1) 当日の検温場所はリーグ一律では廃止する。クラブの判

断で設置の継続は差し支えない。廃止する場合、来場者

に対し、予め 37.5 度以上の発熱や、37.5 度未満でも

症状がある場合や平熱よりも高いことが明らかな場合、

⚫ 実態に即した表現に

一部加筆 
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No 従来 3/13更新 備考 

場不可を伝える 

(2) 待機列が「密」にならないよう工夫する（ワンタッチパ

ス：来場記録付与用の端末設置場所も含む） 

例：ブロックごとに入場時間を分ける、開門時間を早め

る、間隔を空けることの呼びかけ、喋らないことの呼び

かけなど 

(3) 接客対応スタッフは、定期的な手指衛生（消毒もしくは

手洗い）を行う 

入場不可を伝える 

(2) 待機列が「密」にならないよう工夫する（ワンタッチパ

ス：来場記録付与用の端末設置場所も含む） 

例：ブロックごとに入場時間を分ける、開門時間を早め

る、人と人が触れ合わない程度の距離を保つよう呼びか

けなど 

(3) 接客対応スタッフは、定期的な手指衛生（消毒もしくは

手洗い）を行うことが望ましい 

(6)  XVIII.会場運営 

8. 接客、イベント、セレモニーを企画する場合の対応の目安 

(1) 換気の悪い所では実施しない（空調設備の使用による強

制的な機械換気、窓もしくはドアの定期的な開放、常時

換気扇の使用のいずれもできない室内） 

(2) 混雑が予想される場合は予め人と人とが触れ合わない距

離での待機を周知する 

・列整理もしくは待機場所であることを誘導する目印の

設置が行えることが望ましい 

(3) 会話・発声を伴う可能性がある場合は常時 2m 以上離れ

るか、マスクを着用する 

(4) 人と人との接触を伴う可能性がある場合は前後で手指衛

生を行う 

(5) 不特定多数の多くの者が触れるものは定期的に消毒する

などして衛生を保つことが望ましい（飲食時のテーブ

XVIII.会場運営 

７. 接客、イベント、セレモニーを企画する場合の対応の目安 

(1) 換気の悪い所では実施しない（空調設備の使用による強

制的な機械換気、窓もしくはドアの定期的な開放、常時

換気扇の使用のいずれもできない室内） 

(2) 混雑が予想される場合は予め人と人とが触れ合わない距

離での待機を周知する 

・列整理もしくは待機場所であることを誘導する目印の

設置が行えることが望ましい 

 

 

(3) 人と人との接触を伴う可能性がある場合は手指衛生を保

つことが望ましい 

(4) 不特定多数の多くの者が触れるものは定期的に消毒する

などして衛生を保つことが望ましい（飲食時のテーブ

⚫ マスク着用に関する 3

月 12 日以前の対応

を削除 

⚫ (3)手指衛生について 

他のプロトコルと同様

推奨の意を表すため

「望ましい」という表現

に統一した 

⚫ マスク着用方針の切り

替えにあわせ喫煙所

に特化したプロトコル

は削除した 
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No 従来 3/13更新 備考 

ル、接客台等） 

(6) 外食業の事業継続のためのガイドライン

（（2022/12/13 改定）も参考となる 

頭書き 

http://www.jfnet.or.jp/contents/news_letter/files/9

3_file.pdf 

本編 

http://www.jfnet.or.jp/contents/_files/safety/FSgui

deline_221213kai.pdf 

9. 喫煙所（マスクが外れる場所のため、周知を継続する） 

飛沫拡散を防ぐため、大声や近距離での会話を控えることを

周知する 

ル、接客台等） 

(5) 外食業の事業継続のためのガイドラインも参考となる 

2023 年 3 月 6 日改定（日本フードサービス協会） 

https://www.jfnet.or.jp/contents/pages/39_list_de

tail.html 

 

 

 

 

9. 喫煙所  削除 

 

(7)  5. ファン・サポーターに関するプロトコル（2023 年 3 月 12

日まで） 

 

 

 

1. 来場者への事前案内 

(ア) 無理な来場は、勇気をもって、見合わせてください 

① 体調がよくない場合（例：37.5℃以上の発熱、咳、

喉の痛み、だるさ、味覚嗅覚の異常などの症状があ

る場合） 

② 陽性診断を受け医療機関等により行動制限を受けて

5. ファン・サポーターに関するプロトコル 

具体的な内容は、各試合の主管者（ホームクラブ）が判断のうえ

会場により異なる場合があります。事前および場内での案内をご

確認ください 

 

1. 厚生労働省の指針に基づき来場前に確認いただくこと 

(1) 無理な来場は、勇気をもって見合わせていただくようご

協力をお願いします 

 体調がよくない場合（例：37.5℃以上の発熱、

咳、喉の痛み、だるさ、味覚嗅覚の異常などの症状

がある場合） 

⚫ 3 月 12 日以前の対

応を削除 

⚫ コロナ対策のための禁

止事項は削除（主

管クラブが通常の試

合運営管理規程等

に定める禁止事項に

準拠） 

http://www.jfnet.or.jp/contents/news_letter/files/93_file.pdf
http://www.jfnet.or.jp/contents/news_letter/files/93_file.pdf
http://www.jfnet.or.jp/contents/_files/safety/FSguideline_221213kai.pdf
http://www.jfnet.or.jp/contents/_files/safety/FSguideline_221213kai.pdf
https://www.jfnet.or.jp/contents/pages/39_list_detail.html
https://www.jfnet.or.jp/contents/pages/39_list_detail.html
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No 従来 3/13更新 備考 

いる場合（陽性診断前でも検査で陽性判定を受けて

いる場合） 

③ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場

合 

④ 濃厚接触者の指定などで公的機関より行動制限の要

請を受けている場合 

(イ) スタジアム来場時にはマスクの携行にご協力ください。

不織布製などウイルスの捕集効果の高いものを推奨しま

す。 

(ウ) スタジアムの敷地内で発声（会話・声出し応援・一次的

な歓声・他飛沫の飛ぶ行為を含む）をされる場合は、マ

スクの着用にご協力ください。ただし、発声時に常に

2m 以上の対人距離の確保ができる場合は除きます 

(エ) マスクを着用する際は、確実に鼻と口を覆うよう正しく

ご着用ください 

(オ) スタジアムでのマスクの配布はございませんので、各自

ご準備ください 

(カ) 入退場時やトイレ、売店等で待機列の整理の案内がある

場合は、案内に従ってください 

(キ) その他、主管クラブが地域の感染状況などにより独自の

感染対策を講じている場合があります。主管クラブの案

内に従った対応へのご協力をお願いします 

2.応援スタイルについて 

 陽性診断を受け医療機関等により行動制限を受けて

いる場合（陽性診断前でも検査で陽性判定を受けて

いる場合） 

 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場

合 

 濃厚接触者の指定などで公的機関より行動制限の要

請を受けている場合 

(2) 入退場時やトイレ、売店等で待機列の整理の案内がある

場合は案内に従ったご利用をお願いします 

(3) その他、主管クラブが地域の感染状況などにより独自の

感染対策を講じている場合があります。主管クラブの案

内に従った対応へのご協力をお願いします 

(4) 周りのお客様への配慮を著しく欠くと運営側が判断した

場合は注意や退場をご案内させていただく場合がありま

す 
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No 従来 3/13更新 備考 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ファン・サポータ

ーの皆さまには引き続き、感染リスクがある行為をお控えい

ただきますようご理解とご協力をお願いします 

 

 禁止される行為 

1. マスク不着用での発声行為（ただし発声中に常に 2m 以上の

対人距離が空いている場合を除く） 

2. 飛沫を拡散させる道具、楽器、指笛等を、マスクを着用せず

に用いること 

3. その他、主管クラブの運営管理規程における禁止行為 

4. 上記を含め、容認される具体的な内容は各試合の主管者（ホ

ームクラブ）が判断のうえ会場により異なる場合がありま

す。事前および場内での案内をご確認ください 

5. 周りのお客様への配慮を著しく欠くと運営側が判断した場合

は注意や退場をご案内させていただく場合があります 

 

ファン・サポーターに関するプロトコル（2023 年 3 月 13 日以

降） 

2023 年 3 月 13 日以降は以下の内容に更新します 

5.ファン・サポーターに関するプロトコル 

具体的な内容は、各試合の主管者（ホームクラブ）が判断のうえ

会場により異なる場合があります。事前および場内での案内をご

確認ください 
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No 従来 3/13更新 備考 

1. 厚生労働省の指針に基づき来場前に確認いただくこと 

(ア) 無理な来場は、勇気をもって見合わせていただくようご協

力をお願いします 

 体調がよくない場合（例：37.5℃以上の発熱、咳、喉の

痛み、だるさ、味覚嗅覚の異常などの症状がある場合） 

 陽性診断を受け医療機関等により行動制限を受けている場

合（陽性診断前でも検査で陽性判定を受けている場合） 

 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

 濃厚接触者の指定などで公的機関より行動制限の要請を受

けている場合 

(イ) 入退場時やトイレ、売店等で待機列の整理の案内がある場

合は案内に従ったご利用をお願いします 

(ウ) その他、主管クラブが地域の感染状況などにより独自の感

染対策を講じている場合があります。主管クラブの案内に

従った対応へのご協力をお願いします 

(エ) 周りのお客様への配慮を著しく欠くと運営側が判断した場

合は注意や退場をご案内させていただく場合があります 


