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新型コロナウイルス感染症感染拡大防止マニュアル

基本指針

本マニュアルはＪＬＰＧＡ（（一社）日本女子プロゴルフ協会）策定のガイドライン及びＪＧＡ
（（公財）日本ゴルフ協会）策定「日本国内の小規模ゴルフ競技における新型コロナ感染症対策につ
いて」の方針に基づくものとします。

《入場者の健康チェック体制》

大会関係者、出場選手、開催ゴルフ場関係者、メディア等、全ての関係者は当マニュアルを熟読し、
日頃からの感染防止に努め、大会会場での感染対策に御協力お願い致します。
大会事務局では、大会に関わる全ての皆様の健康状況及び大会参加の人数を把握に努めます。

①以下の事項に該当する場合は自主的に参加を見合わせること。
（大会当日に書面で確認を行う）
ア 体調が良くない場合（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）
イ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
ウ 過去１４日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域

等への渡航または当該在住者との濃厚接触がある場合
②マスクを持参する事。（参加受付時や着替え時などのスポーツを行っていない際や会話を
する際にマスクを着用する事）
③こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施する事。
④他の参加者、主催スタッフ等との距離（できるだけ２ｍ以上）を確保する事。（障がい
者の誘導や介助を行う場合を除く。）
⑤大会中に大きな声で会話、応援をしないこと。
⑥感染防止の為に主催者が決めたその他の措置の順守、主催者の指示に従うこと。

⑦大会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対して速
やかに濃厚接触者の有無等について報告すること。

参考：http://www.jga.or.jp/jga/jsp/championship/news_detail_17286.html

感染拡大防止の為に

新型コロナウイルス感染症は、飛沫感染（咳・くしゃみ・おしゃべりによる感染）、接触感染（手で
触れることによる感染）等の経路で生じます。

３つの密（密閉、密集、密接）を避け、手洗いと咳エチケット、口・鼻・目に不用意に触れない事や
規則正しい生活とバランスの取れた食事をとり感染予防を心がけてください。

大会開催について

沖縄県の新型コロナウイルス感染症の感染状況を鑑みて開催の有無を判断します。
・県内の新型コロナの感染がある程度落ち着いている。
・医療現場のひっ迫が起きていない。
・開催地（沖縄県及び南城市）との連携が確保できている。
大会開催中止と判断された場合は、大会事務局より速やかに出場選手、関係各社にご連絡致します。

発熱や倦怠感等の体調不良が認められる場合は、「休む勇気」を持ってください。無理をしない、
一人一人の自覚が感染防止の第一歩です。



感染拡大防止の為の対策（出場選手）
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大会関係者、取材スタッフについても下記記載点含め、大会前２週間の検温と問診票の提出、大会後
２週間の体調管理、マスク着用の徹底、手指消毒等、新型コロナ（ＣＯＶＩＤ-１９）感染症拡大防止
に努めます。出場選手の皆様も「新しい生活様式」に従って安全な大会運営に御協力お願い致します。

項目 内容

選手関係者
（保護者・引率）

・クラブハウスへの入場は不可とします。
・観戦は、予選ラウンドは西１番、東１番、南１番のスタートティのローピングエリア内の
み、決勝ラウンドは西１番のスタートティのローピングエリア内のみとします。
※いずれもハーフターン時の観戦は不可とします。
※コース内への入場はできません。
※駐車場から観戦エリアへは所定のルートを守って移動してください。

体調チェック

・新型コロナ（ＣＯＶＩＤ-１９）感染症拡大防止の為、大会前２週間の検温票と問診票提
出の御協力をお願いします。（記入票は事前に大会事務局より配布いたします。）
※御記入頂きました個人情報につきましては大会事務局にて管理し、新型コロナウイル
ス感染症疑い患者の把握の為に利用いたします。

・大会当日の朝（予選ラウンド：１月２５日、決勝ラウンド：１月２６日）会場到着時に、
クラブハウス前特設検温所で、事前２週間分の検温票と問診票を提出してください。
同場所で検温も行います。３７.５度未満の方は大会スタッフより検温済シールをお渡し
します。コース内では視認できる位置に必ず貼付してください。
検温票・問診票の提出がない場合、及び検温時に３７.５度以上の方は入場及び出場を
お断りします。
・発熱や体調がすぐれない場合は参加を控えてください。

・大会参加後２週間は体調管理の上、新型コロナ（ＣＯＶＩＤ-１９）感染症陽性反応があ
った場合は大会事務局へ報告してください。

マスク着用

・各自持参のマスクを必ず着用してください。
・プレー中は外しても構いませんが、クラブハウス内、スタートテント内、練習場、スコア
カード提出所は必ず着用してください。
又、カート乗車移動時はマスクを着用するか、会話を控えてください。
※ハウスキャディは基本的にマスクをしております。

手指消毒アルコール
・各所適切な場所（スタートホール、トイレ、売店、クラブハウス内）に準備致します。
適宜手指消毒してください。

共有物
・ペン等は各自持参してください。やむを得ずペン等の共有物を使用する場合は、毎回消毒
して使用するよう心掛けてください。
・荒天時に使用するタオル等のリネン類は、各自持参してください。

スタート時間
・スタート時間の間隔は９分間隔とします。
待ち時間が発生した場合にも密を避けて行動してください。

ロッカールーム
・間隔をあけて用意いたします。
ロッカールーム内での滞在は１０分程度を目安とし、会話は控えてください。

クラブハウス及び
諸室共通事項

・できるだけ人と人との間隔をとるようにしてください。

レストラン

・出場選手には来場時、受付にて「昼食券」をお渡しします。ホールアウト後「昼食券」を
利用してクラブハウス２階レストランにて御食事してください。
（限定メニューのみ提供致します）
・ソーシャルディスタンスを保ってテーブル、イスを配置しております。
テーブル、イスを勝手に移動せず、長時間の滞在や会話は控えてください。

浴室 ・感染防止の為、浴室の利用は不可とします。

表彰式

・予選ラウンド
予選ラウンドでは、ダブルペリア方式により各コース別で成績表を算出し、優勝他、
飛び賞等の各賞該当者には賞品を贈呈します。
２０２１年大会は、新型コロナ感染症感染拡大防止の為、表彰式は行いません。
成績表及び各表彰対象の賞品につきましては後日発送いたします。

・決勝ラウンド
決勝ラウンドでは、ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメントの出場権獲得選手

（４名）を表彰し記念品を贈呈します。（表彰式欠席の場合は賞の対象となりません。）



感染拡大防止の為の対策（大会関係者・プレス）
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項目 内容

事前申請
・取材する場合は、事前に大会事務局へ申請してください。
事前申請がない場合は、入場できません。

体調チェック

・新型コロナ（ＣＯＶＩＤ-１９）感染症拡大防止の為、大会前２週間の検温票と問診票提
出の御協力をお願いします。
【記入票】
大会関係者：ＲＢＣ事務局より事前に配布いたします。
プレス：プレスリリース配信時に別添いたします。
※記入票はＲＢＣホームページにも掲載いたしますのでダウンロード頂けます。
※御記入頂きました個人情報につきましては大会事務局にて管理し、新型コロナウイル
ス感染症疑い患者の把握の為に利用いたします。

・大会当日の朝（予選ラウンド：１月２５日、決勝ラウンド：１月２６日）会場到着時に、
クラブハウス前特設検温所で、事前２週間分の検温票と問診票を提出してください。
同場所で検温も行います。３７.５度未満の方は、大会スタッフより検温済シールをお渡
します。コース内では視認できる位置に必ず貼付してください。
検温票・問診票の提出がない場合、及び検温時に３７.５度以上の方は入場及び出場を
お断りします。
・発熱や体調がすぐれない場合は参加を控えてください。

・大会参加後２週間は体調管理の上、新型コロナ（ＣＯＶＩＤ-１９）感染症陽性反応があ
った場合は大会事務局へ報告してください。

マスク着用
・各自持参のマスクを必ず着用してください。
マスクを着用していない場合は入場できません。

手指消毒アルコール ・各所適切な場所に準備致します。適宜手指消毒してください。

共有物

・ペン等は各自持参してください。やむを得ずペン等の共有物を使用する場合は、毎回消毒
して使用するよう心掛けてください。

・荒天時等に使用するリネン（タオル）類は、各自持参してください。

取材 ・選手へ取材する際はソーシャルディスタンスを十分保ち長時間の取材は控えてください。

クラブハウス及び
諸室共通事項

・できるだけ人と人との間隔をとるようにしてください。

レストラン
・ソーシャルディスタンスを保ってテーブル、イスを配置しております。
テーブル、イスを勝手に移動しないでください。

表彰式

・予選ラウンド
表彰式は行いません。
予選ラウンド結果及び決勝ラウンド組合せ表は大会事務局よりメールでお送りいたし
ますので、大会事務局へご連絡ください。

・決勝ラウンド
クラブハウス２階レストラン奥側で行います。表彰式会場で飲食はできません。

大会関係者、取材スタッフについて、大会前２週間の検温記録、問診票の提出、マスク着用の徹底、
手指消毒等、新型コロナ（ＣＯＶＩＤ-１９）感染症拡大防止に努めてください。
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選手・関係者・プレス 検温対策

37.5度以上の場合、
自宅・ホテルに待機

検温数値に異常のある
方を先手先手で捕捉する

起床時の検温で異常のない方のみ来場可とします

来場時の検温で異常のない方、問診票で問題のない方のみ

入場可とします。検温済シール（各日色違い）をお渡しし、
各自視認し易い箇所に貼り付けて頂く。
※シール貼付のない方へは運営側より声掛け確認

非接触型体温計で37.5度以上が出た
場合、接触型で再測定する。発熱が測
定された場合、自宅・ホテルに自身で
戻る

入場OK

入場時の検温

起床時の検温

貼付け

各日色違いのシールを貼付



問診票の記録と提出と流れ

《来場前２週間〜予選ラウンド》
・来場初日時点の情報を記入し、来場時に所定の問診・検温場にて事務局へ提出してください。
・この期間に体温が２日連続して３７.５度以上の発熱があった場合、もしくは問診票の項目に一つで
も問題がある場合や、その他 「自身に感染を疑う症状」が出た場合は来場を控えてください。

《決勝ラウンド》
・決勝ラウンド出場者及びプレス、大会関係者は、当日検温の際に問診票提出をお願いします。
《大会終了後》
・選手、プレス、大会関係者は、大会参加後２週間は体調管理の上、新型コロナ（ＣＯＶＩＤ-１９）
感染症陽性反応があった場合は大会事務局へ報告してください。

※問診票は新型コロナ感染症拡大防止の為の情報のみに使用致します。
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問診票は大会事務局より事前に配布。所定の書類に御記入の上、御提出頂きます。

【来場時の流れ】

・体温測定

・検温票と問
診票提出

検温済シール貼付

37.5℃以上

37.5度未満

入場不可（自宅へ戻る）
発熱等続く場合は「沖縄県コロナ対策
コールセンター（098-866-2129）へ

各自相談

【大会後】

大会後２週間
体調管理

新型コロナ感染症
陽性

管轄保健所と連携
大会事務局へ連絡
（098-998-5000）

入場・チェックイン

大会後
（２週間）

大会
期間中

提出

陽性になっ
た場合は事
務局へ報告

記録 記録

※来場前２週間 ※大会後２週間

大会前
（２週間分）

提出

大会事務局より配布、
もしくはＨＰより問診
票ＤＬ。

大会事務局で
チェック＆管理

【問診票の提出について】

【問診票提出・検温場所】

・クラブハウス前入口右側
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ロッカールームの使用について

お風呂は
両日使用
不可とし
ます。

予選ラウンド時の使用エリア 決勝ラウンド時の使用エリア

出場選手用ロッカーは、予選ラウンド、決勝ラウンド共に間隔を空けて用意します。

ロッカールーム内の滞在はマスク着用の上１０分を目安とし、会話等控えて頂き、
お風呂は使用不可とします。
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体調不良 → 速やかにマスク着用

大会スタッフへ連絡（共有）

沖縄県新型コロナウイルス
相談窓口

098-866-2129
（24時間対応）

発熱・だるさ等（コロナ疑い）ケガ等

状況見て病院搬送

退去指示

自宅・ホテルへ

大会開催中の体調不良等発生時の対応フロー

救急車で病院搬送

必要に応じて相談

・大会継続の判断
・濃厚接触者の割出等、
管轄保健所と連携

感
染
が
疑
わ
れ
る
場
合

緊急を要する場合

本マニュアルに関してのお問合せ先
ＲＢＣダイキンオーキッド事務局
０９８－９８８－５０００

ＣＯＣＯＡのダウンロード推奨

本人の同意を前提にスマートフォンのブルートゥースを利用して、互いに分からないようプラ
イバシーを確保して、新型コロナ陽性者と接触した可能性について通知を受けることができま
す。利用者は、陽性者との接触した可能性がわかることで、検査の受診などのサポートを早く
受けることが出来ます。

接触確認アプリＣＯＣＯＡ等、感染拡大委防止を目的としたアプリをダウンロード、作動してから大
会へ参加してください。
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参考① 沖縄県の新型コロナ感染症対応基準
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問診票類



10

問診票類
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【ゴルフ場内選手関係者・立ち入り可能エリア】

西1番ティ

東１番ティ

駐車場

資料（観戦エリア・両日共スタート時のみ）

※選手関係者は赤線のルートで出入りし、
各1番ティローピングエリア内（ 印）
での御観戦をお願いします。（スタートのみ）
クラブハウス内およびクラブハウス周辺
への立ち入りは厳禁とさせて頂きます。

※コース内への立ち入り、選手同行はお断りします。

選手関係者
専用出入口

選手関係者
専用出入口

【決勝ラウンド】選手昼食会場・ホールアウト後
※予選ラウンドは貸し切りとなります

【選
手
用
】

昼
食
会
場

決勝ラウンド
表彰式会場

南１番ティ



「沖縄県の新型コロナ感染に関する警戒レベルの判断基準」のレベルが高い段階にある場合は、

次の通りとします。

・ロッカールーム使用不可

※荒天時等は着替えのみ使用可とする。他、都度事務局判断。

・決勝ラウンド（1/26）の表彰式開催中止。

上記を基本として、状況により大会開催の有無を判断する。
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警戒レベル第４ステージ及び緊急事態宣言中の場合

第４段階、及び緊急事態宣言発令中


