
 

                

2020 年 11 ⽉ 18 ⽇ 
 BYC2020 実⾏委員会 

第６回ボルダリングユース⽇本選⼿権葛飾⼤会 
⼤会参加にあたっての注意事項（選⼿・選⼿帯同者向け） 

この⽂書は、⼤会要項の各種注意事項を補則するものです。必ず⼤会要項も当⽇までにご
確認ください。 

（⼤会要項）https://www.jma-climbing.org/competition/2020/byc/  
 
○BYC 開催にあたり改めての注意喚起 
1. 競技会場での感染防⽌対策については、JMSCA が総⼒をあげて対策を⽴てており、参加

者およびスタッフにおいては改めて感染防⽌に関するルールを遵守するようお願い申し
上げます。 

2. 会場外での軽率な⾏動により感染者が発⽣することを懸念しております。特に競技会場
外での⾷事等については、複数⼈での会⾷は控えて頂きたくお願い申し上げます。 

3. 開催地である東京都、葛飾区への感謝の思いを忘れず、各⼈が⾃覚を持った⾏動をする
よう切に願います。 

 
○新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)のインストールのお願い 

新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌策として、スマートフォン等をお持ちの⽅には新型
コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)のインストールおよび登録をお願いします。す
でに登録されている場合は継続を、新しく登録される⽅は⼤会２週間前からお願いしま
す。尚、会場⼊場時に登録画⾯の確認を⾏います。 

 
○会場へのアクセス 
1. ⼤会特設サイトをご覧ください。 

https://www.jma-climbing.org/competition/2020/byc/access 
2. ⼤会会場に隣接する駐⾞場は、⼤会関係者だけでなく近隣施設の利⽤者も使⽤しますの

で数に限りがあります。また施設所有者である葛飾区の下記案内に従いご利⽤をお願い
いたします。 

 

連休により公園利⽤者による駐⾞場の混雑が⾒込まれるため、 
駐⾞をする場合は、JR ⾦町駅周辺、または都⽴⽔元公園第１・第４駐⾞場や 
⺠間パーキングをご利⽤いただきますようお願いいたします。 
（参考）都内駐⾞場検索サイト http://www.s-park.jp/ 

  
※会場最寄りの都⽴⽔元公園第 3 駐⾞場は⼤会スタッフのみとさせていただきます。 
 
なお、選⼿を送迎する場合は、駐⾞場内への⼊庫をせず、 
会場付近で下⾞するなどのご協⼒をお願いできれば幸いです。 



 

                

 
○持参物 
1. 健康チェック表 2（記⼊済みのもの） 選⼿・選⼿帯同者全員提出が必要です 
2. 筆記⽤具（ボールペン） 
3. マスク 
4. タオル（コールゾーン、トランジットゾーンの共有の椅⼦に敷いてください） 
5. ⼿指消毒⽤アルコール液もしくはジェル 
6. その他、競技に必要な⽤具 

 
○公式掲⽰板 
1. 公式掲⽰板のアドレスは以下の通りです。 

https://www.jma-sangaku.or.jp/climbing/temp_results/yb/2020/ 
2. 競技順、成績速報、公式成績はすべてインターネット上に掲載します。 

 
○選⼿および選⼿帯同者の受付 
1. 選⼿および選⼿帯同者の受付に関するスケジュールは以下の通りです。 

11 ⽉ 21 ⽇（⼟） 
受付時間 受付対象者 
07:30 ‒ 08:30 ⼥⼦ユース C 出場選⼿ 
07:30 ‒ 09:00 ⼥⼦ユース C 出場選⼿への選⼿帯同者 
10:35 ‒ 11:35 男⼦ユース C 出場選⼿ 
10:35 ‒ 12:05 男⼦ユース C 出場選⼿への選⼿帯同者 
13:40 ‒ 14:40 ⼥⼦ユース B 出場選⼿ 
13:40 ‒ 15:10 ⼥⼦ユース B 出場選⼿への選⼿帯同者 
16:35 ‒ 17:35 男⼦ユース B 出場選⼿ 
16:35 ‒ 18:05 男⼦ユース B 出場選⼿への選⼿帯同者 

11 ⽉ 22 ⽇（⽇） 
受付時間 受付対象者 
07:30 ‒ 08:30 ⼥⼦ユース A/ジュニア出場選⼿ 
07:30 ‒ 09:00 ⼥⼦ユース A/ジュニア出場選⼿への選⼿帯同者 
10:35 ‒ 11:35 男⼦ユース A 出場選⼿ 
10:35 ‒ 12:05 男⼦ユース A 出場選⼿への選⼿帯同者 
13:40 ‒ 14:40 男⼦ジュニア出場選⼿ 
13:40 ‒ 15:10 男⼦ジュニア出場選⼿への選⼿帯同者 

11 ⽉ 23 ⽇（⽉） 
受付時間 受付対象者 
07:30 ‒ 08:00 ユース C 決勝出場選⼿ アイソレーションオープン/クローズ 
08:00 ‒ ユース C 決勝出場選⼿への選⼿帯同者 
09:35 ‒ 10:35 ユース B 決勝出場選⼿ アイソレーションオープン/クローズ 
10:35 ‒ ユース B 決勝出場選⼿への選⼿帯同者 
12:10 ‒ 13:10 ユース A/ジュニア決勝出場選⼿ アイソレーションオープン/クローズ 
13:10 ‒ ユース A/ジュニア決勝出場選⼿への選⼿帯同者 

 



 

                

 
＜注意＞ 
選⼿は⾃分が参加するカテゴリーの競技が終了した後、もしくは表彰式が終了した後に
速やかに退場するものとします。選⼿帯同者も同様です。 
 

2. 選⼿および選⼿帯同者受付の場所は以下の通りです。 

 
3. 受付の流れは以下の通りです。 
①⾮接触式体温計による検温 
②健康チェック表 1 への記⼊（記⼊⽤紙は実⾏委員会で⽤意します） 
③健康チェック表 1、健康チェック表 2 の提出 

4. 健康チェック表 2 については、予選の受付時にのみ提出してください。 
5. 通常の⼤会よりも時間がかかることが予想されます。事前に記⼊すべき書類は記⼊漏れ、

記⼊間違いがないように確認を徹底してください。 
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○観戦に関する注意事項 
 

 
1. 競技ウォールの位置及び⾬天対策のための仮設テントの設置の関係上、選⼿帯同者エリ

アから競技ウォールをすべて⾒渡すことが困難な状況です。選⼿帯同者の皆様におかれ
ましては、スマートフォン等での中継の活⽤もご検討ください。 

2. 予選においては、選⼿帯同者エリアと競技エリア（選⼿待機列含む）は区分けされてい
ますが、選⼿とコミュニケーションを取ることは可能です。 

3. ⼤会関係者（選⼿保護者、友⼈等含む）による会場（⾚枠）外からの観戦、応援は、⾞
両の通⾏、近隣施設への迷惑となりますので禁⽌します（⼤会関係者観戦禁⽌エリア）。 

4. ⾞両の通⾏、近隣施設や近隣にお住まいの⽅の迷惑となりますので、⼤会会場周辺の公
道で選⼿との待ち合わせ、送迎のための路上駐⾞はご遠慮ください。 

 
○競技に関する注意事項 
1. 競技後、⾃分の成績を必ず速報等で確認し、疑義がある場合は速やかに⼤会オフィシャ

ルに申し出てください。 
2. 予選の公式成績に対する抗議は、公式掲⽰板に記載した時間内に選⼿受付テントで受け
付けます。 

3. 決勝のアイソレーションには、スマートフォン、携帯電話、ノートパソコン、タブレッ
ト以外にも、外部からの情報の受信もしくは外部への情報の送信が可能なWi-Fi および
Bluetooth 機能が搭載された電⼦機器（スマートウォッチ、ヘッドホン、イヤホン等）
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を持ち込むことはできませんので、必ず選⼿受付で主催者に預けるか、選⼿帯同者等に
預けてください。 

 
○選⼿帯同者（引率、コーチ、トレーナー等）への注意事項 
1. マスク着⽤をお願いします。 
2. 対象選⼿の健康チェックに⽬を配るようお願いします。 
3. 飲⾷物の共有はお控えください。 
4. ⼿洗い等、考えうる予防対策のご協⼒をお願いします。 
5. ケアは⼿袋着⽤推奨。ケアごとに交換ください。 
6. ケアごとに、⼿洗い（⼿指の消毒）やうがい等、考えうる予防対策をお願いします。 
7. ケアごとに、ベッドや各療法機器の消毒をお願いします。 
8. タオル等は、ケアごとに取り換え、使い回しの無いようお願いします。 
9. ケア中の会話は、必要最低限でお願いします。 
10. 出来る限り、広い場所やスペースでケアを⾏ってください。 
11. 選⼿帯同者は、ウォームアップエリア/アイソレーションエリアに⼊ることはできませ
ん。ただし、決勝に限り、選⼿帯同者がトレーナー活動を⾏う場合のみアイソレーショ
ンエリアに進⼊することが可能です。希望者は選⼿受付より選⼿とともに⼊場をお願い
します。 

 
○その他 
1. 選⼿は、マスクを競技中・表彰式・インタビュー以外では常時着⽤してください。但し、

ウォームアップでウォールを登る際は着⽤しなくて構いません。 
2. ゴミは各⾃で持ち帰ってください。特にマスク等の個⼈防護具は清掃スタッフへの感染

リスクを⾼めることになりますので絶対に会場内に捨てないでください。 
3. 会場内の電源は使⽤しないでください。 
4. ⼤声による応援は禁⽌とします。（観戦予防だけでなく無観客試合の観点も含め） 
5. 予選受付で配布された IDカードは、会場内では必ず携帯してください。 
6. 健康チェック表は、⼤会終了後 2 週間感染の報告がないことを確認次第、廃棄します。 
 

以 上 


