
ジムカーナ競技会開催に関して 

新型コロナウイルス(covid-19)感染拡大防止対策 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より、以下のように大会を行います。 

 

選手間、オフィシャル間でも、集合また対面での会話は避け、会話が必要な際はソーシャルディスタンスを

保った距離で行って下さい。 

各自一人一人が「誰がウイルスを保有しているか判らない」という危機感を持って行動して下さい。必要以外

の他人との接触は避けて下さい。 

 

１、 入場時：会場入口で入場者全員に手指消毒及び検温・体調確認を行います。体温が高温の方は

入場できません (検温、消毒時のみ窓を開けてください)。会場入口に「北海道コロナ通知システム」

の QR コードを配置しますので、携帯電話等で QR コードを読み込み、登録して下さい。また、確認票

をお渡ししますので車内でご記入ください。筆記用具の使い回しを避ける為、筆記用具は各自でご用

意願います。ボールペンをお持ちください。バインダーもあると便利かと思います。車を受付位置まで

進めてください。 

 

２、 受付：受付位置まで進み公式受付を行います。選手は閉じた窓越しに運転免許証と競技ライセンス

を提示して下さい(ライセンス裏面のサインをお忘れなく)。 

確認後、同乗者分を含め確認票を回収いたします。参加申込書の署名入り本紙を提出していない

場合、この時に一緒に回収いたします。 

公式プログラム(コース図含む)・ゼッケン・ブリーフィング資料をお渡しします。ブリーフィング資料をよ

く読んでください。 

 

３、 パドック：受付後、車両をパドックに入れてください。会場内はマスク着用（走行、飲食時以外）を義務

付けいたします。マスク着用されていない場合は会場から退場していただきます。マスクをしていると

熱中症に気付きにくいので、水分をこまめに取って下さい。パドックでは同じチーム等であっても各車

両との距離を取って駐車してください。また、他者との会話等はなるべく避け、各自で車両の準備を

行ってください。サービス員等での共同の作業は避けてください。どうしても必要な場合は、ソーシャル

ディスタンスを保って作業を行って下さい。 

また、飲食をする前には必ず手の消毒を行ってください。食事や飲み物、燃料など必要な物は、各

自事前に準備して会場に来て下さい。大会会場以外に立ち寄る事がなくてもよい様に願います。ま

た、洗車なども地元に戻ってから行ってください。 

 

４、 車検：車検はいつものいわゆる出前車検ではなく、計時室そばに設置したスペースに来ていただき行

います。準備ができた車両よりお越しください。この際、窓は閉めたままでお願い致します。車検証は

見えるようにダッシュボードに、ヘルメットやグローブ等装備品は目視で確認できるよう助手席に準備

願います。装備品は窓越しにチェック致します。基本、車から降りることなく行います。（車体番号確

認などの為に車から降りていただく場合もあります。） 

 

５、 慣熟歩行：慣熟歩行時がもっとも他者と不用意に近づくタイミングとなりますのでお互いにソーシャル

ディスタンスを保つよう、十分に注意しながら行ってください。ソーシャルディスタンスが保てないようで

あれば慣熟歩行を中止する場合があります。 



特にスタート地点にかたまらないようにしてください。また、1 名が歩行し始めたら 10 秒程度空けて次

の方がスタートしてください。 

 

６、 ブリーフィング：集合してのブリーフィング (2021 年日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権規定第

26 条ドライバーズブリーフィング) は行いません。配布したブリーフィング資料を熟読していただき、質

問を受けることでブリーフィングの代わりとさせていただきます。 

質問は計時室に設置したインターホンでご連絡ください。インターホンに触れる前に手指の消毒をお

願い致します。 

 

７、 ＰＡ等アナウスはいたしますが、第 1 ヒート開始時刻が近づきましたらゼッケン順に並んでください。 

 

８、 リザルト：タイムは各クラス終了後に暫定タイムを HP にアップ致します。公式掲示板にも掲示致しま

すがなるべく HP で確認ください。掲示板で確認する場合は掲示板エリア内１名でお願いします。 

また、公式通知やインフォメーションが発行された場合は会場内にアナウンスし、リザルト同様にHPに

アップも致します。 

 

９、 自身の走行時以外の間、他者と色々お話などしたいと思いますが、なるべく自車内で過ごして下さい。 

観戦する場合はソーシャルディスタンスを保って観戦してください。 

飲食をする前には必ず手の消毒を行ってください。 

 

１０、 表彰式：全走行が終了し、正式結果が出ましたら、表彰式となりますが、表彰式は基本、表彰対象

者のみで行います。対象者以外で参加希望者は少し離れた場所から参加してください。表彰はプレ

ゼンター無しで行います。入賞者は各自の順位の場所に置かれている楯・副賞等を自身で取ってい

ただき、短時間での撮影を行います。全員での集合写真の撮影などは行いません。各クラス表彰後、

各自解散となります。今は感染拡大防止が優先です。収束まで、いましばらく我慢して下さい。 

 

当日の持ち物 

・ マスク： 入場者全員必ず必要です。 

・ 確認票： 印刷して各自ご用意ください。チェック項目は当日の朝に記載して下さい。 

・ ボールペン： 筆記用具の貸し借りを不要とするため車両１台につき１本は必ずお持ちください。 

・ バインダー： 確認票などを記載していただきますのであると便利です。 

・ 手指消毒用品： 主催者でも用意しますが、各自でもご用意ください。飲食前とお手洗いの後は必ず手

指の消毒を行ってください。 

・ 手袋： 他人と接触しなければならない場合などは、なるべく直接の接触を避けて下さい。 



オートスポーツランドスナガワ 
確認票 

 
●	 ご利用日 
 
	 	 	 	 月	 	 	 	 	 日 ゼッケン：	 	 	 	 	 	 参加者	 ・	 サービス員など 
 
1、私は最近 2週間の間に新型コロナウイルス(COVID-19)の発生している国・地域への
渡航歴はなく、最近 2週間、風邪または風邪に類する症状もありません。 

 
はい	 	 	 	 ・	 	 	 	 いいえ 

 
２、私は現在、体温が 37.5℃未満です。 

はい	 	 	 	 ・	 	 	 	 いいえ 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	    現在の体温：	 	 	 	 	 ．	 	 ℃	  
 
３、私は、多数が集合する事を避け、他人と話す際はマスクを着用します。 

 
はい	 	 	 	 ・	 	 	 	 いいえ 

 
４、私は、手洗い・手の消毒に努めます。 
 

はい	 	 	 	 ・	 	 	 	 いいえ 
●お名前 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
●ご連絡先(会場内で感染者が出た場合ご連絡するのに使用いたします。) 
	 北海道の「北海道コロナ通知システム」に登録いただいた方は不要です。 
 
TEL :	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
 
＊後日、自身が COVID-19への罹患していた場合、保健所等で行動履歴を確認された
際に本施設を使用した事を必ずお伝えください。 
 
＊プライバシーポリシー	  
本紙で得た情報は、新型コロナウイルス対策以外には使用いたしません。 

オートスポーツランドスナガワ指定管理者	 	 株式会社邦明商事 
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車から降りることなく
ドライブスルー方式で
行います。

スタートまでの流れ

ゲート

①検温
・入場者全員の検温と手指の消毒を行います。
・「北海道コロナ通知システム」に登録。
・確認票を渡しますので②でスタッフに渡してください。
↓
・確認票を記入。
・ライセンスと免許証を用意。
↓
②公式受付
・窓を閉めたまま名前とクラスを告げてライセンスと免
許証を提示。
・確認票を回収しますので窓を少しだけ開けてください。
・参加申込書の本紙未提出の場合は申込書も一緒に回収
します。
・ゼッケン、ブリーフィング資料、プログラム、コース
図をお渡しします。
↓
③パドックへ
・他車との距離を確保して停車してください。
↓ 
⑥車検へ
・ドライブスルー方式で行います。
・車検証はダッシュボードに、ヘルメット・グローブな
ども確認できる位置に用意。
↓ 
⑦パドックに戻り慣熟歩行へ。

パドック位置の指定は行いませんが
できるだけ間隔を空けて駐車して下さい。

この列はオートテスト
参加者用に空けてください。

トイレ

北海道コロナ
通知システム
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パドック位置は各車なるべく間隔を空けて下さい。

計
時
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再車検もドライブスルー
方式で行います。

表彰式まで
の流れ

●リザルトは貼り出しも致しますが、他者との接
触を避けるため、できるだけHPで確認するよ
うにして下さい。

●自分のクラスの第 2ヒートが終了しましたら
HPでリザルトを確認し、上位入賞者は車検テ
ントへ行き、再車検を受けて下さい。再車検も
ドライブスルー方式とし、車から降りずに行う
予定です。再車検を何位まで行うかはブリー
フィング資料に記載いたします。

●表彰式は通常、参加者全員が集まって行います
が、密集を避けるため表彰対象者のみで行いま
す。対象者以外は離れた位置から見学して下さ
い。この際もソーシャルディスタンスを保つよ
うにして下さい。
表彰台そばに置かれた表彰楯等を自分で取り、
表彰台に上がり写真撮影のみを行います。この
際、他者との距離が近くなりますので必ずマス
クをし、お互いに接触しないようにして下さい。
各クラス写真撮影が終わりましたら解散となり
ます。全員での写真撮影などはありません。
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