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合気道 公益財団法人合気会 http://warabiaikidokai.com/2020/02/26/post-874/ 有 道場再開に向けての対策の記載あり。

アイスホッケー 公益財団法人日本アイスホッケー連盟 https://www.jihf.or.jp/whatsnew/detail.php?id=2377 有
「安全にアイスホッケー活動に戻るためのロードマップ」あ

り。

アメリカンフットボール 公益財団法人日本アメリカンフットボール協会 https://americanfootball.jp/archives/3555 有

「アメリカンフットボール活動の再開に向けたガイドライン」

（6/12）が公表された。フェーズを5段階に分けて段階的再開の

プロトコールが示されており、参考になる。

全世界空手道連盟新極真会 http://www.shinkyokushinkai.co.jp/info202061/#more-48125 有

公益財団法人全日本空手道連盟 https://www.jkf.ne.jp/ 有 講習会・審査会用であるが、参考になる。

弓道 大阪府弓道連盟 http://www.osaka-kyudo.jp/ 有
ガイドラインはないようであったため、大阪府弓道連盟として

の対応策を参考として記載した。

剣道 全日本剣道連盟 https://www.kendo.or.jp/information/20200604-2/ 有

「対人稽古再開に向けた感染拡大予防ガイドライン（6/4）」が

公表されている。また、公式YouTubeチャンネルで『稽古自粛

の解除及び感染防止ガイドライン制定』が動画で見れる。

硬式テニス 公益社団法人日本テニス事業協会 https://www.jtia-tennis.com/ 有
「新型コロナウイルス感染症対策 ガイドライン について」

（5/20）が公表されている。

硬式野球 NPB 日本野球機構 http://npb.jp/ 有

「NPB新型コロナウイルス感染予防ガイドライン（無観客開

催）」（6/17）や「日本野球機構・日本プロサッカーリーグに

おける新型コロナウイルス感染症対策Ver.2」が公表されてい

る。

準硬式野球 全日本大学準硬式野球連盟 https://junkoh.jp/archives/4450 無 指針の記載あり。

軟式野球 全日本軟式野球連盟 http://jsbb.or.jp/ 有
「JSBB感染予防対策ガイドライン（改訂版）について」や「用

具の消毒に係るお知らせ」が参考になる。

サイクリング 一般財団法人日本サイクルスポーツ振興会 https://www.jcspa.or.jp/news/jcspa-proposal2/ 有 ガイドラインではなく、提言あり。

サッカー 公益社団法人日本プロサッカーリーグ https://www.jleague.jp/release/post-63429/ 有
「フェーズごとのトレーニング」も示されており、参考にな

る。

山岳医療救助機構 https://sangakui.jp/information/post-1780/ 有
ガイドラインではないが、登山再開に向けた知識をCDCの発信

をもとにまとめている。

  公益社団法人日本山岳・スポーツクライミング

協会

https://www.jma-sangaku.or.jp/information/detail.php?res_id=1592085638-

424709
有

「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対策 スポーツクラ

イミング選手のための活動再開ガイドライン 」（6/9）「新型

コロナウイルス感染症（COVID-19）対策 日本代表チームの活

動再開ガイドライン」（6/17）は参考になる

日本山岳会 https://jac1.or.jp/event-list/event-guide/202005268165.html 無

柔道 全日本柔道連盟 https://www.judo.or.jp/p/51770 有
詳細なガイドラインあり。コンタクト・スポーツ全般に参考に

なる。

少林寺拳法 金剛禅総本山少林寺福岡教区 https://shorinji-fukuoka.jp/wp/112122/20200531458 無 ガイドラインではないが、今後の修練方法に関しての記載あり

テニス 公益社団法人日本テニス事業協会 https://www.jtia-tennis.com/ 有 施設再開のガイドラインであるが、参考になる部分あり。

ソフトテニス 公益財団法人日本ソフトテニス連盟 http://www.jsta.or.jp/topics/2020/06/12599.html 有

「ソフトテニスの練習における留意点」（6/13版）や「ソフト

テニス大会等の再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」（6/2

版）は参考になる

卓球 公益社団法人日本卓球協会 http://www.jtta.or.jp/ 有
日本卓球協会における新型コロナウイルス感染症対策（2020 年

6 月 9 日版）あり。2-3週間ごとに改訂するとのこと。

トライアスロン Japan Triathlon Union https://www.jtu.or.jp/ 有
大会運営ガイドラインではあるが、競技を行う際の留意事項な

ど記載あり。

バスケット
公益財団法人

日本バスケットボール協会
http://www.japanbasketball.jp/news/55909 無

「バスケットボール活動再開に向けたガイドライン（手引

き）」等の各種ガイドラインが充実している。特に「手引き」

では、段階的活動ステップ（ステップ1～ステップ5）が示され

ており、参考になる。

バレー 公益財団法人日本バレーボール協会 http://jeva-web.com/news/news200527 有
「バレーボール競技に関わる大会等再開時のガイドライン」や

「感染防止策チェックリスト（主催者向け）」は参考になる。

ラグビー 日本ラグビーフットボール協会 https://www.rugby-japan.jp/news/2020/05/31/50486 有

「ラグビートレーニング再開のガイドライン」（5/31）の別表1

のレベル別活動指針は大変参考になる。日本ラグビー協会の

「COVID-19に伴うトレーニング活動自粛期間からトレーニング

再開に向けたリコンディショニングに関するガイドライン」

（動画）で選手が安全にプレーへ復帰するための準備について

具体的に参考になる。

陸上 日本陸上競技連盟
https://www.jaaf.or.jp/news/article/13857/

https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202006/11_151431.pdf
有

陸上競技活動再開のガイダンス策定のお知らせ（6月11日）が公

表された。陸上トレーニング場の利用再開に係るガイドライン

であるが、参考になる記載あり。

水泳 公益財団法人日本水泳連盟 http://www.swim.or.jp/topics/detail.php?i=754 有

「水泳競技会の再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」

（6/15）は詳細で健康チェック表もついており、大変参考にな

る。

漕艇部 公益財団法人日本ボート協会 https://www.jara.or.jp/info/current/covid19-guide_c.pdf 有

「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対策としてのボート

競技のトレーニング再開のためのガイドライン」は非常に詳細

で、トレーニング再開の段階（Phase）も示されており、参考

になる。
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各競技団体・連盟のガイドライン等

バドミントン   公益財団法人日本バドミントン協会 https://www.badminton.or.jp/covid-19_1/index.html 有

「新型コロナウイルス感染症対策に伴う バドミントン活動ガイ

ドライン」（6/3）にバドミントンの段階的な活動実施フェーズ

がStep４まで示されており、参考になる。

ハンドボール 公益財団法人日本ハンドバール協会 http://handball.or.jp/guideline/doc/guideline01.pdf 有

「新型コロナウイルス感染症状況下での安全なハンドボール競

技活動について～選手・スタッフ・関係団体のためのガイドラ

イン～ （初版）」は極めて詳細で、トレーニングの段階的な再

開（新しいトレーニング様式の導入）の考え方が示されてお

り、大変参考になる。

クラシック音楽公演運営推進協議会 https://www.classic.or.jp/2020/06/blog-post.html 有
クラシック音楽公演におけるガイドラインであるが、出演者・

スタッフの感染予防策として参考になる記載あり。

一般社団法人コンサートプロモーターズ協会 等 https://www.acpc.or.jp/activity/newcoronavirus/guidelines.php 有
音楽コンサートにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイ

ドライン(無観客公演)。

日本音楽会場協会 等 https://www.japan-mva.com/guideline 有
ライブホール、ライブハウス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。

愛知県吹奏楽連盟 http://aiba.cloud/guideline.pdf 有 吹奏楽部の活動再開に向けたガイドライン。

栃木県吹奏楽連盟 http://tochisuiren.com/wp-content/uploads/2020/06/20200610_guidline.pdf 有

「吹奏楽部実施に関するガイドラインについて」で、バンベル

ク交響楽団による楽器ごとのエアロゾル排出量調査に基づく推

奨を紹介している。管楽器奏者はお互いに3～12メートルの距離

を置いて演奏することが推奨されている。

合唱 全日本合唱連盟 https://www.jcanet.or.jp/index.html 無

「合唱活動における新型コロナウイルス感染症拡大予防のガイ

ドライン」を策定中で、6月末～7月頭頃を目処に、発表する予

定とのこと。

演劇部 公益社団法人全国公立文化施設協会 http://jpasn.net/reboot/index.html
https://zenkoubun.jp/covid_19/index.html 有
劇場、音楽堂等におけるガイドラインであるが、参考になる記

載あり。

茶道 公益財団法人 三徳庵 有

「茶道指導・研修及び、茶会運営における新型コロナウィルス

感染拡大予防ガイドライン」でGoogle検索すると、ガイドライ

ンが見つかる。

ANAD 全日本ダンス協会連合会

http://www.zendaren.or.jp/wp-

content/uploads/documents/2020/COVID19/20200522_Covid19_GuideLine.pd

f
有

簡単なガイドラインあり。

公益社団法人日本ダンススポーツ連盟 http://www.jdsf.or.jp/index.php 有 ダンスサークル活動再開ガイドライン。

百人一首・かるた 一般社団法人全日本かるた協会 https://www.karuta.or.jp/
有（ワー

ド)
新型コロナウイルス感染下での練習会再開ガイドライン

社会体育施設の再開 スポーツ庁 https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00021.html有

スポーツイベントの再開ガイドライン
公益財団法人日本スポーツ協会

公益財団法人日本障がい者スポーツ協会
https://www.japan-sports.or.jp/news/tabid92.html?itemid=4158 有

スポーツ活動の再開 公益財団法人日本スポーツ協会 https://www.japan-sports.or.jp/news/tabid92.html?itemid=4164 有

学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～「学校の新しい生活様式」～文部科学省 https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00029.html 有
第３章 具体的な活動場面ごとの感染症予防対策について　な

ど。

オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防ガイドライン一般社団法人 日本経済団体連合会 https://www.keidanren.or.jp/policy/2020/040.html 有 室内の対策という意味で参考に

業種ごとの感染拡大ガイドライン一覧 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策室 https://corona.go.jp/ 有
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