現在
■事例集は当該チーム及び関係者に対してリスペクトするとともに、一切の偏見や差別を排除して公開されるものです。
事例を共有することにより、感染対策や事案の対処の仕方についての参考としていただき、チーム活動をより安全に行うようにと願います。
また、誤った情報による混乱の防止と不安の軽減などが目的となります。
新型コロナウイルス禍において全てのサッカーファミリーにとってより良いサッカー環境を構築することが求められています。
■チーム活動再開時期につきまして、変異株への移行によりガイドラインの見直しを令和4年2月25日に行いました。(別紙)
■行政機関の判断・指導等について、
「新型コロナウイルス感染によるチーム活動制限と復帰について」のガイドラインは、4種委員会の基本的対応を定めたものです。
※個別の事例において、行政機関による判断・指導等がある場合は、4種ガイドラインに優先して対応することになります。
No

報告受付

25 6月24日
(125)

-

-

6/23選手「陽性」
自宅療養
チーム最終接触日6/15

チーム内に濃厚接触がいない
チーム活動の休止は必要なし

－

24 6月21日
(124)

-

-

6/17(金)選手通学校で感染者
対象学年は6/20まで臨時休校
当該通学選手は活動休止とした。
6/20(月)選手家族が「陽性」
選手は「陰性」

チーム内に濃厚接触者はなし
6/21(火)より通常登校となる。
チーム活動の休止はしない。
当該選手は6/23(木)よりチーム活動に復
帰する。

－

23 6月18日
(123)

-

-

6/18（土）選手感染、発熱・10日間自宅 当該選手を除きチーム活動は継続する。 －
療養
6/8（水）以降チーム活動不参加

22 6月4日
(122)

-

-

6/3(金)選手家族「陽性」
6/5(日)保健所判断によりチーム活動制限 報告により再開可能
6/4(土)選手濃厚接触者「陰性」
はないため、当該選手を除きチーム活動
6/4(土）選手の結果判明までチーム活 を再開した。
動自粛

21 5月26日
(121)

5月27日

6月1日

5/25(水)選手家族体調不良
5/26(木)受診抗体検査「陽性」
5/27(金)家族6年生「陽性」、３年生「陰
性」
5/28(土)3年生体調不良「陽性」判定

当該選手を除き
活動休止後他の感染者濃厚接触者の発生もな
保健所の判断により、各カテゴリーごとに いことから、チーム活動再開確認書を地区感染
3・4年生は27日～チーム活動再開
対策担当理事に提出をし再開した。
5・6年生は5/31まで活動休止とする。
5/28追加の「陽性判定を受け」
3・4年生も5/31まで活動休止とする。

20 5月22日
(120)

5月23日

5月28日

5/21(土)選手発熱
5/22(日)PCR「陽性」

5/23(月)よりチーム活動を自粛する
その後発生等ないことからチーム活動を再開し
今後陽性者が出なければ5/28(土)より活 た。
動再開する。
4種委員会としてチーム判断を了解した。

19 5月20日
(119)

‐

‐

チーム内に地域中学でのクラスターに
関連した小学校で自宅待機等の措置。
チームとしては念のため活動休止し
た。チーム活動に影響がないとしても
選手人数確保ができないため
nanahoCup5月22日は欠場とした。

4種委員会として、チーム判断を尊重し、 その後発生等ないことからチーム活動を再開し
nanahoCupはコロナ感染による救済措置と た。
して調整可能であれば6/4に延期開催す
る。

18 5月20日
(118)

5月20日

5月28日

5月19日(木)選手発熱と咳
5月20日(金)PCR検査「陽性」
最終接触日5/15
自宅療養中

チーム内に濃厚接触者はいないが
チーム活動再開承諾書5/28提出
念のため7日間活動休止のチーム判断。 （5/28活動再開）
4種委員会として、チーム判断を尊重し、
nanahoCupはコロナ感染による救済措置と
して調整可能であれば6/4に延期開催す
る。

17
(117)

5月6日（金）保護者から抗原検査で陽
性診断との連絡あり。
5月7日（土）接触の可能性のある3、4
年生について活動を一時自粛。

16 5月7日
(116)

5/7(土)選手家族が感染
5/8(日)nanahoCup、開会式及び1日目は 5/9、選手は「陰性」でチーム内に濃厚接触者は
選手が「濃厚接触者」となり検査結果は 欠席とし、試合は延期6/4(土)開催に向け いないことから、5/10よりチーム活動を再開。
5/8判明する。
調整することとなった。（4種委員会、グ
ループチームとの協議）

15 5月7日
(115)

5月7日

14 5月6日
(114)

-

-

5/7(土)の午後に選手（4年）選手「陽
性」妹「陽性」、兄選手(6年生)が「濃厚
接触者」
8日(日)の午前にPCR検査、午後に結
果が出るとの連絡が保健所から有り。
兄(6年生)は、6日(金)のナイター練習に
参加していた為、5/7(土)の午後から、
チーム活動停止とした。
陽性となっている弟(4年生)は腹痛の
為、6日(金)の練習は休んでいた。
活動再開の判断は、8日(日)の結果に
よる。

5/8(日)nanahoCup、開会式及び1日目は チーム判断による休止期間終了後活動再開とな
欠席とし、試合は延期6/4(土)開催に向け ります。
調整することとなった。（4種委員会、グ
ループチームとの協議）
5/8(日)午後、兄検査結果が「陽性」の為
チーム内の選手達には、数日は体調観察
に注意する様、連絡し、来週の練習は中
止とした。

5/6選手同居家族が「陽性」

チーム活動に4月30日に参加後、5月3日 チーム活動は継続可能です。
に体調が悪化し、発熱 頭痛 吐き気 腹
痛 咳などの症状がでた。
保健所からの指導でチーム内の濃厚接触
者はなし。本人のチーム活動復帰を5月15
日に予定しています。

13 5月2日
(113)

5/1(日)選手38.9度の発熱。
5/2(月)PCR検査「陽性」
チーム内3名が「濃厚接触者」保健所判
断（4/29金祝日選手宅で一緒に過ごし
た）
5/3(火)選手3名PCR検査「 」

４月２９日（金）に感染者を含む当チームの その後の感染やチーム内濃厚接触者がないとの
選手４名が、夕方から感染者ではない選 判断(保健所からチーム活動を継続する。
手宅で遊んでいたため、保健所より３名が nanahoCupへの参加
濃厚接触者とされた。濃厚接触者３名の
選手は、PCR検査を５月３日（火）に行うこ
ととなっている。
なお、濃厚接触者の保護者に確認したと
ころ、現時点（５月２日 ２１時）では発熱等
の症状は見られず元気であることを確認。
また、陽性者が体調を崩した５月１日より５
月７日（７日間）は、大事を取り活動を休止
することとした。
チーム内に感染者がいないため27日夕方
よりチーム活動を実施。
ただし、当該選手が活動復帰にならないと
チーム編成が不可能なため、チーム事情
により4月30日実施予定のU12リーグにつ
いては不参加とした。

12 4月27日
(112)

-

-

4/26選手家族「陽性」24日発症。
4/27選手及び保護者が「濃厚接触者
＝陰性」

11 4月26日
(111)

-

-

4/26（火）選手「陽性」と診断される。
濃厚接触者は家族のみ。

10 4月26日
(110)

-

-

4/23 選手兄弟「陽性」
4/25 選手濃厚接触者「陰性」

9 4月21日
(109)

-

-

4/18 選手家族発熱、4/19PCR検査
「陽性」
4/19 家族全員「濃厚接触者」認定
4/20 家族全員PCR「陽性」
・チーム活動17日最終、保健所より濃
厚接触者なしの判断。

8 4月15日
(108)

-

-

4/11選手発熱、4/12「陽性」、4/15保護
者兄弟「濃厚接触者＝陰性」自宅待機
活動参加が4/9でありチーム内に濃厚
接触者はいない(保健所指導）

7 4月15日
(107)

-

-

4/15選手・抗原検査「陽性」後PCR検査
「陽性」、保護者兄弟「濃厚接触者＝陰
性」自宅待機
活動参加4/9チーム内濃厚接触者なし
(保健所指導）

感染によりチーム編成ができないという事情によ
り不参加とすることは認める。そのうえ当該チー
ムの試合についてはグループ運営として「延期」
の判断となる対象です。
上記、選手について、保健所の指導により本チー
ム所属選手については5月2日より、感染した家
族については5日より従来通りの活動復帰を許可
されたため、5月6日のトレーニングより参加予
定。
4/23午前中トレセン活動参加。
技術部（トレセン）への連絡を必ず行ってくださ
チームでの活動は行っていなかったため、 い。
チーム活動は継続。
陽性者がいないためチーム活動は休止し
ない。
選手「陰性」はそのご家族が陽性となった
ことから
5月2日まで隔離期間延長,5月3日以降ﾁｰ
ﾑ活動へ復帰予定

4月26日（火）家族より報告あり。夕方自宅帰宅後
に発熱。病院受診で抗原検査で後陽性と診断さ
れる。
濃厚接触者は家族のみ。

4月23日(土）午前中女子トレセン活動参加。
チームでの活動は行っていなかったため、チーム
活動継続します。
チーム内に濃厚接触者なし(保健所)
4種委員会では、7日間のチーム活動休止をす称
4種委員会では、7日間のチーム活動休止 していますが、感染者・濃厚接触者、風邪などの
をす称していますが、感染者・濃厚接触
症状がみられるもの以外はチーム活動に参加で
者、風邪などの症状がみられるもの以外 きます。チーム内保護者含めて共通理解の上で
はチーム活動に参加できます。チーム内 行ってください。
保護者含めて共通理解の上で行ってくだ
さい。
チーム内に濃厚接触者はなし(保健所）
4種委員会では、7日間のチーム活動休止をす称
市教委より在籍学級のみ15日～19日学級 していますが、感染者・濃厚接触者、風邪などの
閉鎖とすることから、当該学校学年対象者 症状がみられるもの以外はチーム活動に参加で
のみ19日迄活動自粛を保護者に依頼し きます。チーム内保護者含めて共通理解の上で
た。
行ってください。
チーム活動は継続。
チーム内に濃厚接触者はなし(保健所）
4種委員会では、7日間のチーム活動休止をす称
市教委より在籍学級のみ15日～19日学級 していますが、感染者・濃厚接触者、風邪などの
閉鎖とすることから、当該学校学年対象者 症状がみられるもの以外はチーム活動に参加で
のみ19日迄活動自粛を保護者に依頼し きます。チーム内保護者含めて共通理解の上で
た。
行ってください。
チーム活動は継続。

6 4月15日
(106)

-

-

4/14抗原検査実施
4/15選手、陽性判定、保護者・兄弟は
「濃厚接触者のため検査待ち」
チーム内濃厚接触者の対象者なし（保
健所より）当該選手活動参加日が4/9
である。

チーム活動は継続するが、市教委にて児 ■新たな発生がなければチーム活動は継続可能
童の在籍する学級のみ15日を学級閉鎖と 当該学年の活動自粛はチーム判断の通り了承す
することから、当該学校の当該学年のみ る。
17日までの活動参加自粛を保護者に依頼
した。

5 4月12日
(105)

4月10日

4月16日

4/9(土)当該選手チーム活動参加
4/10(日)当該選手チーム活動休み。選
手兄弟が「陽性」当該選手・家族「濃厚
接触者」
4/11(月)選手・家族のPCR「陰性」
4/12(火)保健所より選手は4/17(日)ま
で自宅待機、4/18登校予定。

4 4月9日
(104)

4月9日

4月11日

4/8(金)選手保護者「陽性」
選手「濃厚接触者＝陰性4/9」

※4/9(土)は、5･6年生は午前、4年生以下
は午後(指導者も別）のため4年生以下の
選手は当該選手との接触は無し。
10日活動途中で終了。
※チーム内に接触者･濃厚接触者は無
し。
※５･6年生は4月16日(土)まで活動自粛と
する。
※当該選手は18日(月)以降に活動再開。
4/10(日)リーグ戦は自粛（選手のPCR結果
が不明）
土日の活動を自粛すると判断しました。
チーム内クラスターでない＝4/11(月)から
通常活動とする

3 4月9日
(103)

4月9日

4月12日

8日（金）選手通学校で学年閉鎖
12日より登校再開予定。
団員は現時点では症状もなく問題はあ 登校再開次第チーム活動を開始します。
りません。

2 4月2日
(102)

-

-

4/1チームスタッフ発熱PCR「陽性」

3/27以降チーム活動なし
②チーム活動再開承諾書
念のため4/3まで活動休止とする
③チーム健康観察一覧シートの提出が必要で
チーム活動は4/6(水)再開予定
す。
（チーム内感染クラスターではなく、チーム
内に濃厚接触者もいない）

1 4月2日
(101)

-

-

3/30チームスタッフ発熱PCR「陽性」

3/27以降チーム活動なし
念のため4/3まで活動休止とする
チーム活動は4/6(水)再開予定

■4年生以下は活動を継続可能
■選手が「濃厚接触者＝陰性」の為、5・6年生の
チーム活動も継続可能だが、チームとして念のた
め活動自粛期間を設けることについては理解しま
す。
■新たな発生がなければ、活動再開時に「チー
ム活動再開承諾書」のみ提出してください。

■選手の陰性が確認できたので、チーム活動は
継続可能。
■風邪などの症状がみられるもの以外はチーム
活動に参加できる。
■濃厚接触者となった選手は、保健所等の指
示、登校のタイミングを考慮して復帰する。

②活動再開承諾書の提出、4/13活動再開。

②チーム活動再開承諾書
③チーム健康観察一覧シートの提出が必要で
す。

