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はじめに 

 本ガイドライン作成の目的は、一般社団法人日本障がい者バドミントン連盟（以下、JPBF とする）と

してバドミントン活動を再開するにあたり、1）感染拡大防止のための指針を提示すること、2）段階的

トレーニング方法の指針を提示すること（COVID-19の感染拡大に伴い、十分なトレーニングを実施する

ことのできていない選手が怪我をするリスクを減らすため）、3）体調不良者が発生した場合の対応を提

示することである。 

 

1) 感染拡大防止のための指針（強化指定選手・一般登録選手共通・連盟スタッフ） 

1. トレーニング再開に向けた準備 

a) 日常生活 

 日常生活においては、以下のことを遵守することとする。 

① 3密（密集、密閉、密接）を避けた生活 

② うがい、石鹸を用いての手洗いと洗顔、手指消毒（アルコール濃度 70%以上）の励行 

③ 車いす利用者は、ハンドリムの消毒の励行（トレーニング時は休憩ごとに消毒） 

④ 体調の管理と行動記録：体温計測（2回／日以上）、体調(睡眠や疲労)、訪問場所を記録。 

※直近 2週間の体調・体温・行動記録はいつでも提示できるように準備。 

⑤ 濃厚接触に該当すると思われる家族以外の人の氏名、もしくは人数などを記録する 

※濃厚接触とは、マスクなしで約 1メートル以内の環境下で 15分以上の接触があったものをいう 

⑥ 十分な睡眠時間と食事（栄養）の摂取 

⑦ 家族間においてもタオルや衣類の共有はしない 

⑧ 外出時はマスクを着用すること 

⑨ 前後、左右で身体的距離（2ｍ）を保つこと 

⑩ 不要不急の外出を控え、公共交通機関の利用も極力避ける 

 

b) トレーニングを行う環境  

① ロッカールーム、更衣、シャワー 

基本的に公共交通機関の利用を極力避けて徒歩・自転車・車移動ということを考えると、更衣は自宅

で済ませてくるようにしてロッカールームの利用は極力控えることとする。練習後に使用する際は、1

人のみと限定して使用するように準備している。加えて、運動後のシャワーの利用は禁止とする。 

② 衛生管理  

ヒューリック西葛西体育館で練習を行う場合には体育館設置の窓は極力開放する。使用後のトレーニ

ング機器は、除菌シートあるいは消毒液を用いて消毒する。選手、スタッフが触れた 共用部分は、使用

後その都度消毒することとする。各地区体育館を使用する際は、各地区体育館利用規定に従う。  

③ スタッフ  

まずは基本的に公共交通機関の利用を極力避けて徒歩・自転車・車移動できる者の中から最少人数で

トレーニングを再開する。都外から参加するスタッフに関しては、政府や地方自治体、所属先の方針に

則る。その後トレーニング Phase に応じて、指導するスタッフの人数やスタッフ一人当たりが同時に指

導する選手の数を増やしていく。選手同士、選手とスタッフ同士の間隔も 2m 程度空けるようにする。

指導の仕方については、まずは口頭での指示、アドバイスにとどめて、トレーナーのケアなどはオンラ

インでセルフケアができるように指導することで選手との接触を極力避ける。トレーニング Phaseに応

じて、選手と接触を伴う指導やケアも開始する。選手と接触したらその都度手洗いを徹底する。 
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2) 段階的トレーニング方法の指針（強化指定選手・一般登録選手共通・連盟スタッフ） 

1. JPBFにおける再開ガイドラインの考え方（表１参照）  

a) 各 Phaseの考え方（表 1）  

基本的に 考慮すべき項目として、COVID-19の感染拡大状況に伴う警戒レベル（Alert Level）とトレ

ーニングの段階 （Phase）を区別した。Alert Level は以下の 3段階を設定した。  

A：緊急事態宣言（特定地域指定）が出されている時期  

B：緊急事態宣言は解除されたが、引き続き警戒が必要な時期  

C：新しい生活様式を踏まえた通常状態  

 

これに沿って、トレーニングの Phaseを以下の 5段階とした（表 1参照）。  

Phase1： ホームエクササイズや屋外のランニング等、個人トレーニングの時期  

Phase2： 専有施設・各地区体育館を利用した単独でのトレーニング時期  

Phase3： 専有施設・各地区体育館を使用したトレーニングで選手やスタッフ・練習パートナーの人 

数を制限する時期  

Phase4： Phase3にトレーナーを加える時期  

Phase5： 通常のトレーニング時期  

 

 b) 専有施設利用の考え方   

Phase の初期は身体的空間を必ず確保し、スタッフ・練習パートナーの数も最小限にする。器具の利

用、共有も制限する。次の Phase へ移るには、原則として 2週間程度の段階を踏むこととした。  

  

【ヒューリック西葛西体育館】 （強化指定選手のみ） 

器具を共有するため、複数人による器具の使用頻度を抑えることは避けられない。そのため、3密

に配慮しながら、特に飛沫感染および接触感染を強く意識し、使用後の器具等の消毒を徹底し、段

階的に利用を拡大する。 具体的項目は以下の通りである。 

⚫ ヒューリック西葛西体育館の窓の開放 

⚫ ヒューリック西葛西体育館の入場の際に体温測定を行う。また入退場の際に手指消毒、ハンド

リム消毒を行う 

⚫ マスクは選手・スタッフともにトレーニング中やプレー中以外は着用のこと 

⚫ 選手・スタッフの人数制限や時間制限 

 

【Phase2】体力回復期 

選手の個人利用とし、スタッフはヒューリック西葛西体育館の管理人として常駐する 

 

【Phase3】基本的な動作確立・体力強化期 1 

1日最大 3セッション（AM3時間、PM1 3時間、PM2 3時間） 

1セッション最大の選手数は車いす選手 2名、立位選手 2名とする 

1セッション最大のスタッフ数は車いす 2名、立位 2名とする 
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選手の 1日のトレーニングは最大 1セッションまでとする 

トレーニング終了後は速やかに退館する 

【Phase4】基本的な動作確立・体力強化期 2 

1日最大 3セッション（AM3時間、PM1 3時間、PM2 3時間） 

1セッション最大の選手数は車いす選手 2名、立位選手 2名とする 

1セッション最大のスタッフ数は車いす 2名、立位 2名、トレーナー1名とする 

選手の 1日のトレーニングは最大 2セッションまでとする 

トレーニング終了後は速やかに退館する 

 

【Phase5】通常練習 

選手やスタッフの最大人数については考慮し、新しい生活様式の中での通常練習とする 

新しい生活様式になっても 1)-1-a)は強く意識すること 

⚫ ロッカールーム入室 1 名に限定する（複数名での利用禁止） 

⚫ シャワーの利用は禁止とする 

⚫ 練習後の清掃・消毒作業を行う 

 

【各地区体育館】（一般登録選手） 

器具を共有するため、複数人による器具の使用頻度を抑えることは避けられない。そのため、3密

に配慮しながら、特に飛沫感染および接触感染を強く意識し、使用後の器具等の消毒を徹底し、段

階的に利用を拡大する。 具体的項目は以下の通りである。 

⚫ 各地区体育館の許可をもらえれば体育館の窓の開放 

⚫ 体育館の入退場の際に手指消毒、ハンドリム消毒を行う 

⚫ マスクは選手・練習パートナーともにトレーニング中やプレー中以外は着用のこと 

⚫ 選手の時間制限 

【Phase2】体力回復期 

選手の個人利用とする 

 

【Phase3】基本的な動作確立・体力強化期 1 

選手の 1日のトレーニングは最大 1セッション（3時間）までとする 

トレーニング終了後は速やかに退館する 

 

【Phase4】基本的な動作確立・体力強化期 2 

選手の 1日のトレーニングは最大 2セッション（6時間）までとする 

トレーニング終了後は速やかに退館する 

 

【Phase5】通常練習 

選手や練習パートナーの最大人数については考慮し、新しい生活様式の中での通常練習とする 

新しい生活様式になっても 1)-1-a)は強く意識すること 

⚫ ロッカールーム利用については、各体育館の利用規定に従う 
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⚫ シャワーの利用は禁止とする 

⚫ 練習後の清掃・消毒作業を行う 

 

3) 体調不良者が発生した場合の対応 

 上記ガイドラインに沿ったトレーニング実施過程において、体調不良者（37.5以上の発熱、咳嗽、息

苦しさ、倦怠感、咽頭痛、嗅覚・味覚異常など）が発生した場合は、速やかに連盟医事部に連絡し、チ

ームドクターの指示を仰ぐ。Phaseに合わせた具体的な対応は以下通りである。 

 

【Phase1】 

⚫ 該当選手は医療機関の受診、新型コロナ感染の有無にかかわらず、スポーツ活動再開の許可が

下り次第、Phase1から再開する。 

 

【Phase2】 

⚫ 該当選手は医療機関受診し、適切な臨床検査を受ける。 

⚫ 新型コロナ感染（−）が確認され、症状が完全に消失なら Phase2再開。新型コロナ感染（+）が

確認された場合、治療完了後、Phase1から開始。 

⚫ 該当選手と同一時間に練習していた選手は該当選手の検査結果判明までは Phase1。該当選手の

新型コロナ感染（−）が確認されたら、Phase2再開。該当選手の新型コロナ感染（+）が確認さ

れたら、Phase1 から再開し、Phase 移行は 1-2 週間程度とする。（濃厚接触者と判定された場

合は所定の隔離期間終了後） 

 

【Phase3・4】 

⚫ 該当選手は医療機関受診し、適切な臨床検査を受ける。 

⚫ 新型コロナ感染（−）が確認され、症状が完全に消失なら Phase2 から再開し、Phase 移行は 1

週間程度とする。新型コロナ感染（+）が確認された場合、治療完了後、Phase1から再開、Phase

移行は 1-2週間程度とする。 

⚫ 該当選手と同一時間に練習していた選手は該当選手の検査結果判明までは Phase1。該当選手の

新型コロナ感染（−）が確認されたら、Phase3から再開、Phase移行は 1週間程度とする。該当

選手の新型コロナ感染（+）が確認されたら、Phase1から再開し、Phase移行は 1-2週間程度と

する。（濃厚接触者と判定された場合は所定の隔離期間終了後） 

 

【Phase5】 

⚫ 該当選手は医療機関受診し、適切な臨床検査を受ける。 

⚫ 新型コロナ感染（−）が確認され、症状が完全に消失なら Phase2 から再開、2 週間程度で元の

Phaseに戻る。新型コロナ感染（+）が確認された場合、治療完了後、Phase1から再開、Phase

移行は 1-2週間程度とする。 

⚫ 該当選手と同一時間に練習していた選手は該当選手の検査結果判明までは Phase1。該当選手の

新型コロナ感染（−）が確認されたら、Phase4から再開し、Phase移行は 1週間程度とする。該

当選手の新型コロナ感染（+）が確認されたら、Phase1から再開し、Phase移行は 1-2週間程度
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とする。（濃厚接触者と判定された場合は所定の隔離期間終了後） 

 

 

 

＜参考資料＞ 

◆ 新型コロナウィルス感染症（COVID-19）対策としてのスポーツ活動再開ガイドライン（HPSC版） 

◆ 障がい者アスリートのための 新型コロナウイルス感染症予防-政府の広報を参考にした指針-. 日

本障がい者スポーツ協会医学委員会 

◆ （公財）日本レスリング協会 COVID-19 対策 トレーニングガイドライン（スポーツ医科学委員会・

強化委員会）https://www.japan-wrestling.jp/2020/05/25/160903/ 

 



 

  

Alert Level C:新しい生活様式

トレーニングPhase Phase2 Phase3 Phase4 Phase5

屋内 屋外

トレーニング施設
ヒューリック西葛西体育館

各地区体育館
ヒューリック西葛西体育館

各地区体育館
ヒューリック西葛西体育館

各地区体育館

ヒューリック西葛西体育館
NTC

各地区体育館

体力回復
基本的な動作確立

体力強化1
基本的な動作確立

体力強化2

チェアワーク・フットワーク
選手とスタッフ・練習パートナーは

一定の距離を保持する
選手とスタッフ・練習パートナーは

一定の距離を保持する

トレーニング
セッション

ー ー ー
1日最大3セッション

AM:3h, PM:3h, PM2:3h
1日最大3セッション
AM:3h, PM:3h,夜間3h

制限なし

人数 選手1人 選手1人
ヒューリック西葛西体育館：

車椅子選手1人+立位選手1名＋体育館管理スタッフ2名
各地区体育館：選手1名

最大1セッション
選手4名・スタッフ・練習パートナー4名

最大2セッション
選手4名・スタッフ4名・練習パートナー・トレーナー1名

フルメンバー

移動手段 ー ー

ヒューリック西葛西体育館
極力公共交通機関を利用しないで来館できる

関東近郊在住者
各地区体育館：

極力公共交通機関を利用しないで来館できる者

極力公共交通機関を利用しないで
来館できるもの

極力公共交通機関を利用しないで
来館できるもの

制限なし

チェック及び評価
トレーニング再開のための医学的評価
（体組成・フィジカルチェック）

一定の身体距離での個別強化
（フィールドテスト等）

接触を伴う個別評価
（動作・筋力等）

制限なし

トレーナー介入 セルフケア中心の現場ケア 制限なし

Phase期間 ー ー 6/15-6/28 6/29-7/12 7/13-7/26 7/27-

トレーニング環境 通常

Phase1

個人トレーニング

通常トレーニング
ホーム

エクササイズ
屋外トレーニング
（ランニング等）

施設個人利用

なし

・体調不良者は、直ちにトレーニングを休止し、医師の判断を仰ぐこととする。

・Phase3,4は選手やスタッフの人数は少しずつ増やす。

表1. JPBFにおけるスポーツ活動再開ガイドラインの各Phaseの考え方

・感染の可能性が限りなく0に近いと判断されたケース(※)に限り、次のPhaseに進むことができる。ただし各Phaseは原則2週間程度実施する。

（※過去2週間にわたり体温37.5℃未満で、倦怠感、咳嗽、咽頭痛、味覚・嗅覚異常などの体調異常なし、もしくはPCR検査陰性等）

・感染したり、濃厚接触者となった場合は、すべてのトレーニングを直ちに休止すること。

  またその後、感染させるリスクがないと判断され、トレーニングを再開する際には、Phase1から開始すること。

セルフチェック

資料提供

施設利用
選手・スタッフ・練習パートナー

最大8名

施設利用
選手・スタッフ・練習パートナー

最大9名

オンラインによる面談でのセルフケア指導

トレーニング種類

A:緊急事態宣言 B:緊急事態宣言は解除されたが、引き続き警戒が必要な時期


