B.LEAGUE 新型コロナウイルス感染症対策 ガイドライン改正点

◼

B.LEAGUE 新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン改正箇所一覧

※表記誤りの修正や、軽微な表現変更については除きます
チャプター1
改正前

改正後

主旨

2. 新型コロナウイルスの感染を予防する

2. 新型コロナウイルスの感染を予防する

対策分科会が示す「感染リ

（1）新型コロナウイルスについて

（1）新型コロナウイルスについて

スクが高まる「5 つの場

※規定無し

④感染リスクが高まる「5 つの場面」

面」
」への注意を喚起

・新型コロナウイルス感染症対策分科会より 2020 年 10 月 23 日
に示された「感染リスクが高まる「5 つの場面」は特に感染リスク
が高いとされているため、特段の注意が必要です。

2. 新型コロナウイルスの感染を予防する

2. 新型コロナウイルスの感染を予防する

公式試合日については B

（3）重要事象の報告

（3）重要事象の報告

リーグへの報告フローを

①B リーグに報告する重要事象

①B リーグに報告する重要事象

より早期に実施

（２）の中でも記載しておりますが選手・チームスタッフ・

（２）の中でも記載しておりますが選手・チームスタッフ・フロ

フロントスタッフが下記に当てはまる場合、対象者は自宅待

ントスタッフが下記に当てはまる場合、対象者は自宅待機とした上

機とした上で必ずリーグへの報告をしてください。※選手同

で必ずリーグへの報告をしてください。※選手同居家族は管理対象

居家族は管理対象外です。リーグへ報告する際は、下記のフ

外です。リーグへ報告する際は、下記のフォームより報告ください。

ォームより報告ください。

なお、公式戦の試合日は下記の症状が朝の時点で生じた場合に、即
報告することとし、この場合において発熱は発生が 1 日のみであっ
ても報告をしてください。

2. 新型コロナウイルスの感染を予防する

2. 新型コロナウイルスの感染を予防する

検査方法ごとの確定診断

（4）症状がある場合の相談や医療

（4）症状がある場合の相談や医療

可否の明示

※規定無し

④検査方法と実施判断
選手、チーム・スタッフに新型コロナウイルスの感染疑い症状が
出た、もしくは無症状ながら検査の必要性が生じた場合の検査実施
判断は、厚生労働省が示す「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)
病原体検査の指針第 2 版」に基づき、チームドクター、各自治体が
公表している相談・医療の情報や受診・相談センター、医療機関等
と相談しながら決定してください。

（８）緊急事態宣言について

（８）緊急事態宣言について

緊急事態宣言に伴う基準

④イベント開催制限の段階的緩和の目安

④イベント開催制限の段階的緩和の目安

の改正に適合

・次項を参照してください。B リーグは大声での歓声・声援

・次項を参照してください。B リーグは大声での歓声・声援等が想

等が想定されるものとされており、収容率 50%以内が適用

定されるものとされており、収容率 50%以内が適用されます。

されます。

・1 月 7 日付新型コロナウイルス感染症対策本部決定の「新型コロ
ナウイルス感染症対策の基本的対処方針」および、1 月 7 日付内閣
官房新型コロナウイルス感染症対策推進室からの「緊急事態宣言に
伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等につい
て」で示された基準を適用します。

チャプター4
改正前

改正後

主旨
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セクション 2：運営

セクション 2：運営

選手にも、ベンチ内ではマ

(5) 選手・チームスタッフ・審判エリア（ゾーン 1）

(5) 選手・チームスタッフ・審判エリア（ゾーン 1）

スク着用を義務化。スタッ

②ベンチエリアについて

②ベンチエリアについて

フは全員マスク着用を義

・ベンチエリアには選手とチームスタッフのみアクセス可能

・ベンチエリアには選手とチームスタッフのみアクセス可能です。

務化

です。

・ベンチエリアの前後左右は 2m の間隔を空けてください。

・ベンチエリアの前後左右は 2m の間隔を空けてください。
2 列目がスペースの関係で１列目との前後間隔を２m 空

2 列目がスペースの関係で１列目との前後間隔を２m 空けられ
ない場合のみ１m での設置可能とします。

けられない場合のみ１m での設置可能とします。

・チームベンチエリアの個席は、選手が間隔を開けて着用できるよ

・チームベンチエリアの個席は、選手が間隔を開けて着用で

う、通常時よりも席数を増席してくださ

きるよう、通常時よりも席数を増席してくださ
い。なお、クォーター間やタイムアウト時の着席時の密集

い。なお、クォーター間やタイムアウト時の着席時の密集は、許
容します。

は、許容します。

・試合開始時、3Q 開始時にベンチスタートの選手およびエントリ

・ベンチエリアでは選手のマスク着用の必要はありません

ー外選手は、ベンチ時にマスクを着用してください。ただし、当該

・また、立ち上がって指示を出すコーチと通訳以外のスタッ

選手が交代によってコートに立ち、その後交代でベンチへ戻った際

フはマスクを着用してください

は、着用の義務はありません。なおその場合においても、3Q 開始
時にベンチへ座る選手の着用義務は再び適用とします。※交代によ
りマスクを外す際は、交代のためにベンチを立つタイミングから着
用義務を解除します
・立ち上がって指示を出すコーチと通訳を含め、すべてのスタッフ
はマスクを着用してください

チャプター5
改正前

改正後

主旨

セクション 2：運営

セクション 2：運営

来場者エリアの共用エリ

(3) アリーナの使い方（リモートゲームからの変更点）

(3) アリーナの使い方（リモートゲームからの変更点）

アは興行中であってもこ

①アリーナ内のゾーニング

①アリーナ内のゾーニング

まめな消毒を実施

基本はリモートゲームの実施時と同様の考え方ですが、一般

基本はリモートゲームの実施時と同様の考え方ですが、一般来場者

来場者がいるためゾーニングは１種類追加となります。特に

がいるためゾーニングは１種類追加となります。特にゾーン１とゾ

ゾーン１とゾーン４はアクセスができないように明確に区

ーン４はアクセスができないように明確に区分けを行い、アリーナ

分けを行い、アリーナ内では選手やチームスタッフに絶対に

内では選手やチームスタッフに絶対に触れられない警備体制を敷

触れられない警備体制を敷いてください。

いてください。

・ゾーン１：選手・チームスタッフ・審判
・ゾーン２：競技スタッフ（T O、モッパーなど）、運営ス
タッフ、演出関連スタッフ、マスコットなど

・ゾーン１：選手・チームスタッフ・審判
・ゾーン２：競技スタッフ（T O、モッパーなど）
、運営スタッフ、
演出関連スタッフ、マスコットなど

・ゾーン３：メディア

・ゾーン３：メディア

・ゾーン４：リモートゲームの際に来場をご遠慮頂いてい

・ゾーン４：リモートゲームの際に来場をご遠慮頂いていた方（一

た方（一般来場者含む）

般来場者含む）

また、来場者向け運営の対応が増える事で、ゾーン２で一般

また、来場者向け運営の対応が増える事で、ゾーン２で一般来場者

来場者との接点が増えるスタッフ（特に運営スタッフ）がい

との接点が増えるスタッフ（特に運営スタッフ）がいるため、ゾー

るため、ゾーン２とゾーン１のエリアや動線分け、ゾーン２

ン２とゾーン１のエリアや動線分け、ゾーン２の中での感染症対策

の中での感染症対策はより注意してください。

はより注意してください。
なお、来場者が立ち入るゾーン 4 内の共用エリア（入場口やトイレ、
手摺等）については、興行中であってもこまめに消毒対応を行って
ください。
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セクション 2：運営

セクション 2：運営

飲食出店については、緊急

(10) 来場ファン向けの運営について

(10) 来場ファン向けの運営について

事態宣言や自治体・行政に

⑨飲食ブースについて

⑨飲食ブースについて

よる指導や要請に即して

・飲食ブースの出店は制限付きで可能とします。

・飲食ブースの出店は制限付きで可能としますが、特に酒類の提供

クラブごとに決定する

は、緊急事態宣言の発出や自治体・行政による指導および要請に基
づき、クラブごとに対策を講じた上で決定することとします。
セクション 2：運営

セクション 2：運営

飲食時などで一時的にマ

(10) 来場ファン向けの運営について

(10) 来場ファン向けの運営について

スクを外す際の注意喚起

⑪会場内でのお客様注意事項

⑪会場内でのお客様注意事項

を徹底

下記についてお客様へアナウンスを行ってください。

下記についてお客様へアナウンスを行ってください。

・お手洗い使用時のお願い

・お手洗い使用時のお願い

使用後は便器の水洗前に必ず蓋を閉めてください。便器か

使用後は便器の水洗前に必ず蓋を閉めてください。便器から空気

ら空気中にウイルスが広がることを防ぎます。手洗い、手の

中にウイルスが広がることを防ぎます。手洗い、手の消毒をていね

消毒をていねいに行ってください。

いに行ってください。

・不特定多数の方が触れる場所（ドアノブや手すりなど）を

・不特定多数の方が触れる場所（ドアノブや手すりなど）を触った

触った後は、目や鼻や口などを不用意に触らないように気を

後は、目や鼻や口などを不用意に触らないように気をつけてくださ

つけてください。

い。
・飲食時等、一時的にマスクを外す際には、会話を控え、咳エチケ
ット等の徹底を行ってください

セクション 2：運営

セクション 2：運営

ゴミ処理時の留意事項を

(14)その他

(14)その他

追記

①会場のゴミ処理について

※

①会場のゴミ処理について

※

・ゴミを回収するスタッフはマスクの着用など感染症予防対

・ゴミを回収するスタッフはマスクの着用など感染症予防対策を行

策を行ってください。

ってください。

・ゴミ袋は袋を満杯にしてしまうとゴミ収集車での回収時に

・ゴミの処理時には、ビニール袋へ入れ、密閉して縛ってください。

ウイルスの飛散が懸念されるため満杯にならないように配

・ゴミ袋は袋を満杯にしてしまうとゴミ収集車での回収時にウイル

慮してください。

スの飛散が懸念されるため、満杯にならないように配慮してくださ

・ゴミの回収を行った後は、手洗いと手指消毒をしっかり行

い。

ってください。

・ゴミの回収を行った後は、手洗いと手指消毒をしっかり行ってく
ださい。

チャプター6
改正前
※新設

改正後
（6）公式試合におけるエントリー要件に関する規約改正
※1.26 理事会決議予定

正

Ｂ１・Ｂ２リーグ戦試合実施要項
よびチームスタッフの人数〕

主旨
エントリー要件の一部改

第６条〔試合エントリー選手お

※改正

（3）第１項に定める各試合にエントリーできる者は、以下各号に
定める要件をいずれも満たす者に限られるものとする。ただし、チ
ームスタッフのうち、ドクターについては第１号の規定を適用しな
いものとする。
① Ｂリーグ規約第 46 条の２に定める新型コロナウイルス感染症
に関する統一検査（以下「統一検査」という）のうち、エントリー
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する各試合に対して予め指定された検査（以下「指定統一検査」と
いう）において陰性判定を得ていること。ただし、統一検査で陽性
判定となった場合でも、その後の行政検査もしくは医療検査により
陰性判定となった場合は、これを充足することと見做す。
② エントリー時点で体温が 37.5 度未満であること。ただし、これ
を超過する場合においても、Ｂリーグ新型コロナウイルス感染症対
策ガイドライン（以下「新型コロナガイドライン」という）に基づ
き、体調管理ツールから得られた平熱に加えて 0.5 度以内であるこ
とが確認できること。
③ 新型コロナウイルス感染症の陽性判定を受けた者および濃厚接
触者として保健所に判断された場合や、入国制限地域からの入国等
により、公的機関から自宅待機等の指示を受けている状態でないこ
と。なお、保健所による濃厚接触者の調査中においては、Ｂリーグ
の定める独自の基準により、濃厚接触者と判断される恐れがないこ
と。
④ 濃厚接触者として保健所に判断された場合および保健所による
濃厚接触者の調査中においてＢリーグの定める独自の基準により
濃厚接触者と判断された場合、当該濃厚接触者がＰＣＲ検査を受検
し陰性結果が判定されるまでの期間においては、Ｂリーグの定める
独自の基準により、濃厚接触者と判断される恐れがないこと。

