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新型コロナウイルス感染症感染拡大防止ガイドライン 

 
宮崎県ラグビーフットボール協会  

 

◼ 記念試合観戦における新型コロナウイルス感染再拡大防止の対応について  

このことについて、新型コロナウイルス感染拡大防止のガイドラインを制定し、 

下記のとおりの対応とします。 

ガイドラインを参照の上、感染再拡大防止にご理解とご協力をお願いします。  

 

◼ 来場について  

下記の感染防止対策を確認して同意の上、マスク持参の上来場のこと。  

少しでも症状等で思い当たることがある場合は勇気を出して辞退ください。 

来場の際は、遵守事項の確認、手指の消毒、検温、リストバンドの装着、手荷物の

確認（アルコール類、シートの持ち込み禁止確認）をお願いいたします。 

再入場の際はリストバンドをご提示ください。 

こまめな手洗い（３０秒以上）、アルコール等による手指消毒を実施すること。 

トイレが込み合う場合もありますので、場所の確認とソーシャルディスタンスを十

分確保してください。 

新型コロナウイルス感染症の感染防止に努めますが、万が一、感染者が出た場合の

責任は負いかねます。 

試合が中止になった場合、または、各項目に該当し入場できない場合の交通費返金

等の補償はしない。  

 

【確認及び同意事項】  

① 記念試合終了後１４日以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合、主催者

への速やかな報告に同意すること。  

② 感染が発覚又は濃厚接触が疑われる場合、保健所等公的機関の求めに応じて、主

催者が該当者の個人情報を開示することに同意すること。  

③ 新型コロナウイルス感染症に感染していないこと。  



④試合当日から過去１４日以内にさかのぼって下記に該当しないこと。  

(1) 体調不良がある（例：発熱・咳・咽頭痛・味覚や嗅覚異常などの症状） 

※試合当日の検温で体温３７．５ 度以上の場合は入場できない。  

(2) 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる。  

(3) 新型コロナウイルス感染者や感染が疑われる人と接触した。  

  (4) 政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等へ 

の渡航又は当該在住者との濃厚接触があった。  

 

◼ 観戦上の注意事項について 

  ・観戦時はマスクを着用の上、大声は出さずに応援は拍手のみとする。 

  ・他の観戦者との距離を確保し、会話は極力避けること。 

  ・テント、シートを引いての観戦は禁止とする。 

  ・雨傘、日傘をさしての観戦は禁止とする。 

   （雨天の場合は、レインコート・ポンチョのご使用をお勧めします。） 

  ・指笛、口笛等での応援は禁止とする。 

  ・ハイタッチ、肩組は禁止とする。 

  ・応援を扇動する行為は禁止とする。 

  ・ステックバルーン、メガホン、ビックフラッグの使用は禁止とする。 

・タオル、マフラー、フラッグ等を振るもしくは回す行為は禁止とする。 

・横断幕等の常時の使用は禁止とする。 

・太鼓等の鳴り物の使用は禁止とする。 

  ・主催者が指定した場所で観戦し、危険区域及び禁止区域に立入らないこと。 

  ・主催者が決定した会場での注意事項を遵守すること。 

  ・会場内での食事、飲酒は禁止とする。 

  ・ゴミ等は必ず各自で処理し持ち帰ること。 

  ・喫煙は所定の位置で行うこと。(会場内は禁煙です。) 

  ・車で来場の際は所定の駐車場に駐車すること。（サンマリン側は駐車禁止） 

  ・選手と接触する行為は禁止とする。 

   （選手との写真撮影、サインを求める行為、握手、プレゼントを渡す行為等） 

  ・ペットを連れての観戦（介助犬・聴導犬・盲導犬を除く）は禁止とする。 

・グラウンドへの物の投げ込みは禁止とする。 

 

 

 



■ご観戦時の写真・動画撮影について 

場内及び試合中の写真撮影については個人での利用を目的とした場合に限り可能です。 

以下の行為は禁止とさせていただきます。 

試合動画の撮影 

営利目的、また選手・スタッフの肖像権を侵害する撮影 

通路等で他のお客様の通行の妨げになる三脚や一脚等を使用した撮影 

他のお客様の観戦の妨げになる望遠レンズ等を使用した撮影 

競技進行を妨げるおそれのあるフラッシュ等を使用した撮影 

※上記に該当しない範囲での三脚や一脚、望遠レンズ、フラッシュ等の使用は可能で

す。 

 

 

 

   

Miyazaki Rugby Football Union 

75th Anniversary Match 

Guidelines for preventing the spread of new coronavirus infections 

 

Miyazaki Rugby Football Union 

 

◼ About measures to prevent re-spread of new coronavirus infection when watching a 

commemorative game 

Regarding this, we have established guidelines to prevent the spread of new coronavirus 

infections. 

The correspondence is as follows. 

Please refer to the guidelines. We ask for your understanding and cooperation in 

preventing the re-spread of infection. 

 

◼ About visiting 

Please bring your mask with you after confirming and agreeing to the following infection 

control measures. 

If you have any symptoms, please have the courage to decline. 

When you come to the venue, please check the compliance items, disinfect your fingers, 



measure the temperature, wear a wristband, and check your baggage (to confirm that no 

prohibited items such alcohol, and seats are brought into the venue). 

Please show your wristband when you re-enter. 

Carefully wash your hands (30 seconds or more) and disinfect your hands with alcohol. 

Toilets can be crowded, so be sure to check the location and ensure a good social 

distance. 

We will endeavor to prevent the infection of the new coronavirus infection, but we cannot 

be held responsible in the unlikely event that an infected person appears. 

If the match is canceled, or if each item is applicable and you cannot enter, we will not 

compensate for transportation expenses refund. 

 

 

【Confirmation and agreement】 

➀ If you develop a new coronavirus infection within 14 days after the commemorative 

match, you agree to promptly report to the organizer. 

➁ If an infection is discovered or close contact is suspected, the organizer agrees to 

disclose the personal information of the person concerned at the request of a public 

institution such as a public health center. 

③  You must not be infected with the new coronavirus infection. 

④ You must not have the following within the past 14 days from the day of the match. 

(1) Poor physical condition (eg fever, cough, sore throat, taste and smell abnormalities) 

* You cannot enter if your body temperature is 37.5 degrees or higher on the day of the 

match. 

(2) Suspicion of being infected by their family members or close acquaintances. 

(3) Contact with a person infected with the new coronavirus or a person suspected of 

being infected. 

(4) Travel to countries, regions, etc. that require immigration restrictions and observation 

periods after entry from the government, or close contact with an infected resident. 

 

◼ Precautions for watching games 

・ When watching the game, wear a mask and only applaud without making a loud voice. 



・ Keep a distance from other spectators and avoid conversation as much as possible. 

・ Watching games by pulling tents, and seats is prohibited. 

・ Watching games with rain umbrellas and sun umbrellas is prohibited. 

(In case of rain, we recommend using a raincoat or poncho.) 

・ Support with finger whistling, whistling, etc. is prohibited. 

・ High five and shoulder contact are prohibited. 

・ Encouragement such as group cheers is prohibited. 

・ The use of stick balloons, megaphones, and big flags is prohibited. 

・ The act of waving or turning towels, mufflers, flags, etc. is prohibited. 

・ The constant use of banners, etc. is prohibited. 

・ The use of drums and other sounds is prohibited. 

・ Watch the game at the place designated by the organizer and do not enter the 

dangerous area or prohibited area. 

・ Observe the precautions at the venue decided by the organizer. 

・ Eating and drinking alcohol is prohibited in the venue. 

・ Be sure to dispose of garbage by yourself and take it home. 

・ Smoking should be done in the designated place. (No smoking inside the venue.) 

・ When arriving by car, park in the designated parking lot. (Parking is prohibited on the 

Sun Marine side) 

・ Attempting to contact the athletes is prohibited. 

(Photographing with athletes, asking for a signature, shaking hands, giving presents, etc.) 

・ Watching games with pets (excluding service dogs, hearing dogs, and guide dogs) is 

prohibited. 

・ Throwing objects into the ground is prohibited. 

 

■About taking photos and videos when watching the game 

It is possible to take pictures inside the venue and during the match only for personal use. 

 

The following acts are prohibited. 

Shooting match videos 

Shooting that infringes the portrait rights of athletes and staff for commercial purposes 



Shooting with a tripod or monopod that obstructs the passage of other customers in the 

aisles, etc. 

Shooting with a telephoto lens that interferes with other customers' watching Shooting 

with a flash that may interfere with the progress of the competition 

※It is possible to use a tripod, monopod, telephoto lens, flash, etc. within the range that 

does not correspond to the above. 

 


