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- はじめに - 

 
新型コロナウイルス（COVID-19）感染拡⼤の影響により、本年 4 ⽉の緊急事態宣⾔の発
令を受け社会・経済活動が制限されるとともに、感染拡⼤防⽌の観点並びにアンプティサ
ッー関係者の安全を第⼀とし競技の延期・中⽌・縮⼩を余儀なくされてきました。5 ⽉ 
25 ⽇には緊急事態宣⾔が全国的に解除され、政府ないし本協会の⽅針をはじめ今後の持
続的な対策を⾒据え、競技活動の再開にむけて安全な環境下における競技の場の提供にむ
けた取組を進める必要があります。 
 
コロナ禍の収束の兆しがみえても本種⽬の特性上、免疫系に常に潜在的な懸念点を有する
競技者がいることに変わりはありません。したがって数多の側⾯を考慮すると再開期とし
ては確かなノウハウを培う段階的な競技の再開が望ましく、時宜に叶う新たな競技モデル
の構築が求められています。本協会が主管する競技⼤会の多くが延期・中⽌となる中、競
技参加に係る移動距離が地域限定下にあるリーグ・交流戦においては、競技⽅法や試合会
場にて様々な⼯夫をしながら競技を再開しています。 
 
アンプティサッカーリーグ・交流戦は本協会が有するアカウンタビリティの可視的側⾯を
担保するモデルケースとしての役割を担っており、障がい者サッカー界全体に対しても競
技の再開における先導的な好事例としてのコミットメントが求められています。 
 
競技の再開に向けて、公益財団法⼈⽇本サッカー協会が「JFA サッカー活動の再開に向け
たガイドライン」を⽰しましたが、アンプティサッカーシーンに特化した留意事項を踏ま
えるとともに、感染症を専⾨分野とする医師を含む医療従事者、公衆衛⽣に携わる有識者
等の指⽰も反映させる必要があります。 
 
「JAFA アンプティサッカー競技活動ガイドライン(以下、「本ガイドライン」)は、政府な
いし本協会の⽅針や中央競技団体のスポーツ活動の再開に係るガイドライン、医療従事
者・有識者等の指⽰に基づき策定したものであり、競技を再開するに当たっての道筋や基
準を整理し、各種留意点や感染拡⼤予防対策について⽰したものです。 
 
集団感染（クラスター）の発⽣等をはじめとした潜在する懸念を払拭するためにも、本ガ
イドラインの厳格な運⽤を遵守してまいりますが、科学的なエビデンスが提⽰された医事
情報を随時鑑みて、本ガイドラインの変更、運⽤を逐次⾒直すことがあり得ることに御留
意ください。 

⽇本アンプティサッカー協会 
強化委員⻑ 前⿐啓史 
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- 1 - 新型コロナウイルス（COVID-19）感染症 

 
(1) 新型コロナウイルス                          

ヒトに感染するコロナウイルスは 7 種類ある。毎年、冬の⾵邪の原因となる 4 種類のコ
ロナウイルスに加え、呼吸器感染を重症化しやすい「重症急性呼吸器症候群(SARS)」や
「中東呼吸器症候群(MERS)」の原因となるウイルスがあり、現在流⾏している新型コロ
ナウイルス感染症(COVID-19)の原因となっているのが、7 番⽬の「新型コロナウイルス
(SARS- CoV-2)」である。 
 
⼀般にウイルスは、⾃⼰増殖できないため、細胞に感染して細胞内に⼊り込み、細胞のエ 
ネルギーと代謝系を利⽤してウイルスの構成成分を複製すると考えられる。SARS-CoV-2 
はヒトの細胞膜上の受容体(アンギオテンシン変換酵素 2、ACE2)に結合して細胞内に侵⼊ 
し、⼤量に増殖されて全⾝へ拡散し、障害をもたらすとされる。 
 
 
(2) 感染経路、潜伏期間、感染可能期間                   
主な感染経路として、感染者の⾶沫(咳、くしゃみ、つば等)と⼀緒にウイルスが⾶散し、
他⼈がそのウイルスを⼝や⿐などから吸い込んで感染する「⾶沫感染」と、感染者のウイ
ルスが付着した物(ドアノブ、携帯電話、キーボード等)に⼿で触れた他⼈が、⼝や⿐、⽬
を触ることにより粘膜から感染する「接触感染」とが考えられる。また換気が悪い閉鎖空
間では、咳やくしゃみがなくても感染する可能性も指摘されている。 

 
世界保健機関(WHO)は、感染から症状が出るまでの潜伏期間は 1〜14 ⽇間であり、平 
均的には感染後 5 ⽇程度で発症することが多いとしている。 
 
⼀般的にウイルス感染症では、症状が現れている時に、他⼈へ感染させやすいとされてい
る。しかし COVID-19 では、発症 2〜3 ⽇前から、発症後 7〜14 ⽇間程度は、ウイルスの
伝播が可能な「感染可能期間」と考えられ、無症状の段階から他⼈に感染を広げるという
特徴がある。 
 
なお発症⽇から 4〜10 ⽇程度経過した場合には、ウイルスが検出されず、また検出されて
も感染性がほとんどないと報告されている。 
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(3) 症状                                 
多くの症例で発熱、呼吸器症状(咳、咽頭痛、⿐汁、⿐づまり等)、頭痛、倦怠感(だるさ)
が認められる。下痢や嘔吐などの消化器症状の頻度は 10%未満と低く、SARS や MERS よ
りも少ないと考えられる。初期はインフルエンザや⾵邪の症状に似ており、これらと
COVID-19 を区別することは困難である。また、味やにおいを感じなくなる感覚障害(味
覚・ 嗅覚障害)が⽣じる事例も多い。 
 
中国疾病対策センターの報告に基づくと、感染者の約 80%は息苦しさ(呼吸困難)など認め
ない軽症例であり、呼吸困難が⽣じる重症例が約 15%、呼吸不全に⾄る重篤例は約 5%で
あるとされている。⾼齢者(65 歳以上)や基礎疾患(糖尿病、⼼不全、呼吸器疾患等)を有す
る⽅、⼈⼯透析を受けている⽅、免疫抑制剤や抗がん剤等を⽤いている⽅などでは、重症
化するリスクが⾼いと考えられる。 
 
 
(4) 診断と治療                              
COVID-19 の診断には、症状の推移や接触歴等の問診で得られた情報や⾝体診察所⾒、胸
部 CT 検査(コンピュータ断層撮影法による検査)などの各種検査所⾒を総合的に踏まえ、
病原体(SARS-CoV-2)、あるいは病原体の遺伝⼦を検出する検査がなされる。後者は核酸
増幅法で⾏われ、代表的なものの⼀つが PCR(polymerase chain reaction)法である。また 
SARS-CoV-2 に感染した細胞が特異的に産⽣する抗原タンパクを捉える抗原検査が使⽤可
能となり、診療現場において 30 分程度で検査可能で、迅速検査としての有⽤性が⾼い。
偽陰性(陽性であっても、誤って陰性と判定される)の割合が PCR 法よりも⾼いが、陽性と
なれば、PCR 法と同様に確定診断できる。 
 
軽症例の場合には、対症療法(発熱や咳などの症状を抑える治療)が治療の中⼼となり、肺
炎を起こした場合には酸素投与や⼈⼯呼吸等を⾏うことがある。特に重篤例では、集中治
療室で、体外式膜型⼈⼯肺(ECMO、⼈⼯肺とポンプで肺の代替を⾏う装置)を使⽤しなけ
ればならないこともある。現時点で、SARS-CoV-2 に特異的に奏功する抗ウイルス薬は存
在しないが、国内でも複数の薬剤について臨床研究・試験が開始されており、効果的な治
療薬の確⽴が待たれる。なお、積極的に COVID-19 予防を図るためのワクチン開発にも期
待が寄せられるが、実⽤化には年単位の相応の時間を要するとされている。 
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(5) 予防                                 
ワクチン接種による予防⽅法が確⽴するまでは、感染経路を踏まえて、⾶沫感染と接触感
染の防⽌に努めることが感染予防策の中⼼となる。そのためには、密閉空間(換気の悪い密
閉空間である)、密集場所(多くの⼈が密集している)、密接場⾯(互いに⼿を伸ばしたら届
く距離での会話や共同⾏為が⾏われる)という 3 つの条件(「3 つの密」)を避けることが重
要で、さらに「⾝体的距離の確保」、「マスクの着⽤(咳エチケットの励⾏)」および「⼿洗
い等の⼿指衛⽣(⽯けんによる⼿洗いや⼿指消毒⽤アルコールによる消毒)」をはじめとし
た基本的感染症対策を継続する必要がある。さらに緊急事態解除宣⾔後に⽰された「新し
い⽣活様式」の確実な実践によって、感染拡⼤を予防していくことが重要となる(図 1)。 
 
 
(6) 消毒                                 
接触感染を防ぐ⽬的として、複数の⼈が触れる共⽤部(ドアノブ、⼿すり、スイッチ、ロッ
カーなど)の消毒も有効である。⼿指の消毒にも利⽤できる消毒⽤アルコールのほか、次亜
塩素酸ナトリウムやいくつかの界⾯活性剤には、SARS-CoV-2 を除去する作⽤があること
が確認されており、対象に合わせて使⽤することができる。 
 
次亜塩素酸ナトリウムは、上⽔道やプールの⽔の消毒、あるいは漂⽩剤として広く使⽤ 
されている。0.05%に希釈して、多くの対象物の消毒に使⽤できる。⼿指等の消毒への適 
⽤は推奨されず、取り扱う際には換気とゴム⼿袋の着⽤が必須であり、酸性洗剤と混ぜて
はいけない。また⾦属腐⾷性が強いため⾦属製の対象物の消毒は避けるべきである。使⽤
⽅法としては、次亜塩素酸ナトリウム液 200 倍希釈液をペーパータオルなどに浸して消毒
部位を清拭し、その後 5 分程度経過後に⽔拭きをする。 
 
界⾯活性剤は、台所・浴室・住宅⽤洗剤やトイレ⽤洗剤として市販されている。⽤途にあ
ったものを希釈して利⽤できる。直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウムは 0.1%以 
上、アルキルグリコシドは 0.1%以上、アルキルアミンオキシドは 0.05%以上、塩化ベン
ザルコニウムは 0.05%以上、ポリオキシエチレンアルキルエーテルは 0.2%、塩化ベンゼ
トニウムは 0.05%以上、塩化ジアルキルジメチルアンモニウムは 0.01%以上が有効濃度と
される。使⽤⽅法は、まず洗剤中の界⾯活性剤が有効濃度になるように希釈し、ペーパー
タオル等を使って消毒部位を⼀⽅向に拭き取る。5 分程度経過後、⽔拭きして洗剤を取
り、最後に乾拭きする。なお、これらの消毒液の噴霧による使⽤は、そのエビデンスが認
められていないため慎むべきである。 
 

引⽤元：新型コロナウイルス感染症対策としての「UNIVAS ⼤学スポーツ活動再開ガイドライン」 
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引⽤元：厚⽣労働省「新しい⽣活様式の実践例」 
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(7) 臨床検査の偽陽性と偽陰性                       
例えばある感染症を診断するための検査を⾏うと、図のように感染しているのに検査が陰
性になる偽りの陰性(偽陰性)や感染していないのに検査が陽性になる偽りの陽性(偽陽性)
の結果になる⼈がいる。検査の偽陽性や偽陰性はさまざまな原因によって起こる。たとえ
ば、感染症では病気の特性に影響され感染後の時期によってウイルスなどの検出対象物が
少なかったり，もともと検査が微量の病原体を検出できなかったりすると偽陰性の原因と
なる。⼀⽅、検査が⽬的の病原体以外の物質と反応すると偽陽性の原因となる。また検体
の採取が不⼗分であったり検体の取扱いに不備があったりしても偽陰性、偽陽性の原因と
なる。 
 

 
引⽤元：順天堂⼤学「臨床検査の偽陽性と偽陰性について」 
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- 2 - 「JAFA アンプティサッカー競技活動再開ガイドライン」 

 
(1) 本ガイドラインの⽬的                         
本ガイドラインは、COVID-19 の脅威からアンプティサッカー関係者の安全を最優先し、
安全な環境下における競技の場を構築するための⽅針や基準、注意事項等について明⽰
し、厳格な運⽤にあたることを⽬的としています。各チームにおける⽇常的な練習および
普及活動等に対して拘束⼒を持つものではありません。 
 
(2) アンプティサッカー関係者（競技者ならびに各種スタッフ）        
簡易 PCR 検査の⼀般普及化およびワクチン接種による予防⽅法が確⽴するまでは、競技
イベントの参加、呼びかけ等に関しては多⽅⾯にわたる慎重な情報収集と情報共有を⾏っ
ていただくとともに、本ガイドラインに準拠し細⼼の注意を払うようお願い致します。あ
わせてサテライト・チーム制度（別項後述）等を利⽤した競技参加ならびに競技機会提供
の確保についても適宜ご検討ください。 
 
(3) 無観客式試合                             
新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌の観点からピッチレベルを第⼀とした観戦防⽌対策に集
中するためリーグ・交流戦では無観客式試合とさせていただきます。なお新型コロナウイ
ルスの感染状況を踏まえつつ、⼊場者の新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌に係る⼀切の管
理運営責任を⾃治体、外部団体・機関等が担えると判断に⾄った場合に限り、⼊場者限定
式試合とする可能性があります。 
 
(4) 情報発信・報道取材等                          
新型コロナウイルスによって、競技参加に制限がともなう競技者、各種スタッフ、チーム
を慮り、情報発信についてはくれぐれも細⼼の注意を払うようお願い致します。なお新型
コロナウイルスの国内感染状況の収束、障がい者サッカー界全体の活動が再開するまでを
⽬安として、試合結果をはじめとした競技情報については本協会による⼀元管理とし、競
技シーンでの第三者による報道取材等についてはご遠慮いただく場合があります。 
 
(5) 新型コロナウイルス接触確認アプリ                   
厚⽣労働省は、新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性について通知を受け
とることができる新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA ※COVID-19 Contact 
Confirming Application）の使⽤を推奨しています。本協会が主管する競技イベントに参加
するにあたり、接触確認アプリ COCOA の使⽤を当該期間中に限り義務化します。なお、
いわゆるガラケーやらくらくホンなどの当該アプリが使えるかわからない機種をお持ちの
⽅は要相談と致します。 
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引⽤元：厚⽣労働省「新型コロナウイルス接触確認アプリ」 
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引⽤元：厚⽣労働省「新型コロナウイルス接触確認アプリ」 
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(6) 競技への参加⽅針                           
接触確認アプリで接触状況確認                            

競技の参加にあたっては、新型コロナウイルス接触確認アプリを使⽤し「陽性者との接触
は確認されませんでした」との画⾯表⽰を必ず確認してください。 
 

検温による健康状態の確認                              

⾃宅での検温を必ず実施して体調を確認してください。また発熱がなくとも体調の異変、
症状に疑いがある場合には⾃宅療養に努めてください。なお競技場所での⾮接触型体温計
を⽤いた検温についてもご協⼒ください。 
 
体調管理チェックシートの記入と提出                         

⾃宅で体調管理チェックシートを記⼊し、競技会場到着後すみやかに競技役員までシート
を提出してください。なお記⼊に不備もしくは競技⽇より遡り 1 週間以内に 37.5℃を超え
る発熱があった際には競技への参加が認められません。 
 
マスクの着用と常時携帯                               

マスクの着⽤を義務化（プレイ中、スタンバイ時、クーリングダウン時、屋外で⼈と⼗分
な距離として少なくとも２ｍ以上が確保できている場合は除く）しますのでマスクを常時
携帯してください。さらなる感染状況悪化によりマスクの流通が滞り、市場での供給が著
しく困難となりマスクの準備が難しくなった場合に限り枚数を限定の上、競技会場にて配
布します。 
 
各種打ち合わせ                                   

⼈との接触を軽減することを優先して、各種打ち合わせ等では少⼈数制で⼗分な距離を保
ち（⾶沫感染策含む）短時間での応答に留めてください。 
 
試合前後・表彰等のセレモニーの自粛（省力および簡素化）               
⼈との接触を軽減することを優先して、試合前後・表彰等での整列、握⼿、ハイタッチ、
写真撮影、表彰品の受け渡し等は当⾯の間は⾃粛します。 
 
手指消毒（手洗い含む）の徹底                            

⼿指の消毒（⼿洗い含む）を必ず⾏っていただくため競技の合間をみて⼩まめな消毒を励
⾏します。消毒⽤アルコール等は競技会場に毎回、複数個準備しますがチームないし個⼈
で持参しても構いません。 
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一定の距離を維持                                  

⼈の集まりを避け⾝体的距離を確保するようにしてください。なおチームミーティングの
際は屋外もしくは換気⽅法が適切な場所にて短時間での応答に留めてください。 
 
用具・スクイズボトル等の使用                            

クラッチ、ゴールキーパーグローブ、ビブス等の⽤具の使い回し、スクイズボトルやペッ
トボトル等の回し飲みは当⾯の間は禁⽌とします。 
 
臨時的な競技規則でのプレー                             

呼吸器系への負荷が⾼まると免疫⼒が低下する可能性があることから試合時間の縮⼩やク
ーリングブレイク等の措置をとる場合があります。 
 
※列挙した項⽬は競技者のみならず項⽬によっては競技役員等も対象となります。 
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引⽤元：アンプティサッカー協会「JAFA 体調チェックシート」 

 



 15 

(7) 競技への参加基準                           
競技参加の基本                                   

・ 競技参加当⽇も 37.5℃を超える発熱はなく健康状態も良好であること 
・ 競技参加当⽇より遡り 1 週間以内に 37.5℃を超える発熱・体調不良がないこと 
・ 競技参加当⽇も接触確認アプリで陽性者との接触が通知されていないこと 
・ 競技参加当⽇より遡り 1 週間以内に接触確認アプリで陽性者との接触が通知されてい

ないこと 
 
接触確認アプリ：濃厚接触者と診断された場合                     

発覚した該当週の競技イベントは、競技参加は不可となります。なお翌週の競技イベント
から競技参加が可能となります。なお万が⼀、チーム全体の競技者が濃厚接触者となった
際には該当週の競技イベントのそのものの延期、中⽌等となる可能性があります。 
 
PCR 検査：陽性と診断された場合                           

濃厚接触者と診断されたときはＰＣＲ検査を受けていただき、陽性と診断された場合に
は、絶対安静をとっていただき、競技イベントへの参加は不可となります。陽性診断から
２週間後に再度ＰＣＲ検査を受け、陰性と診断された場合には、陰性診断から１週間後の
競技イベントから競技参加は可能となります。 
 
PCR 検査：陰性と診断された場合                           

濃厚接触者と診断されたときはＰＣＲ検査を受けていただき、陰性と診断された場合に
は、診断を受けた該当週の競技イベントは、競技参加は不可となります。陰性診断から１
週間後の競技イベントから競技参加は可能となります。 
 
各種相談センター：医師により検査の必要なし判断された場合              

通常の⾵邪を引いた時と同様に、原則、⾃主的に競技参加を控え⾃宅にて療養してくださ
い。なお翌週の競技イベントから競技参加は可能となります。 
 
海外からの帰国・入国                                

帰国・⼊国後 14 ⽇間（指定期⽇）は、競技イベントへの競技参加は不可となります。指
定期⽇以降の競技イベントから競技参加が可能となります。 
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引⽤元：アンプティサッカー協会「JAFA アンプティサッカー競技活動再開ガイドライン 抜粋①」 
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(8) 新型コロナウイルスの感染が疑わしい場合について             
厚生労働省による電話相談について                          

今般の新型コロナウイルス感染症の発⽣について、厚⽣労働省は電話相談窓⼝を設置して
います。 
厚生労働省の電話相談窓口 電話番号：０１２０－５６５６５３（フリーダイヤル） 

受付時間：９時００分〜２１時００分（⼟⽇・祝⽇も実施） 
お電話でのお問い合わせの際に、間違い電話となり、ご迷惑をおかけする事象が発⽣して
います。ご連絡の際には、電話番号をよくお確かめのうえ、くれぐれもお間違えのないよ
うお願いします。 
聴覚に障害のある⽅は、FAX（０３−３５９５−２７５６）をご利⽤いただくか、⼀般財
団法⼈全⽇本ろうあ連盟ホームページをご覧ください。 

 
（⼀般財団法⼈全⽇本ろうあ連盟 HP） 
 
都道府県・保健所等の電話相談について                        

各都道府県が公表している、新型コロナウイルスに関するお知らせや保健所等による電話
相談窓⼝のページをまとめました。リンク先にて、随時情報が更新されています。事前に
ご確認ください。 

 
（⾸相官邸 HP） 
 
Q & A（感染予防や医療相談に関するご質問）                                           

感染予防や医療相談に関していただいているご質問へのお答えをまとめていますのでご活
⽤ください。 

 
（厚⽣労働省 HP） 
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(9) 注意事項                                                             
諸室・テント等                                   

エアコンを使⽤している場合も、新型コロナウイルス対策のために窓開放や換気扇によっ
て換気を⾏ってください。座席を設置する際には前後左右 1.5~2m 間隔をあけ、お互いが
正⾯を向き合うことがないようなレイアウトに配慮し、机、椅⼦等はこまめに消毒をして
ください。 
 
更衣室(参加チーム及び審判)                             

エアコンを使⽤している場合も、新型コロナウイルス対策のために窓開放や換気扇によっ
て換気を⾏ってください。 
・机、椅⼦等はこまめに消毒をする。 
・更⾐室内においても⼈との距離を（推奨 2m、最低 1m)を確保する。 
・更⾐室が混雑ないし限定されている場合は使⽤時間や⼈数を調整する。 
・更⾐室の滞在時間を短時間に留める。 
・更⾐室内で滞在時間を短くするため更⾐のみとしミーティング等は原則禁⽌する。 
・更⾐室内では必ずマスクを着⽤する。 
・タオル、飲⽔ボトル等を共⽤しない。 
・シャワーは⼀基ずつ間隔を空けて使⽤することを原則とする。 
・備え付けのゴミ箱は使⽤せず、ゴミに関しては必ず個⼈で管理し持ち帰ることとする。 
・貴重品等は個⼈管理を原則とする。 
 
競技者の治療、マッサージ等                             

・感染対策をとった上で治療⾏為を実施する。 
・処置にあたっては短時間を⼼がける。 
・競技者本⼈ができることについては省略する。 
・処置に際して使⽤する⽤具器等については使⽤前後で必ず消毒を⾏う。 
・処置に際しての記録等を取っておく。 
 
競技用具、備品の消毒                                

競技者が接触する可能性が⾼い競技⽤具や備品（ボール、担架、コーナーフラッグ、ゴー
ル等）について試合前、ハーフタイム、試合後に必ず消毒する。 
 
ボールパーソン、担架要員                              

ボールパーソン、担架要員については感染対策をとった上で競技会場ごと⼈数を最⼩限と
する⽅法を検討し対応する。 
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手洗い等の衛生場面                                 

⼿洗い等の衛⽣場⾯において以下の要件を担保する必要があります。 
・新型コロナウイルス感染防⽌に関する注意を喚起する掲⽰がされていること。 
・ポンプ型の液体または泡⽯鹸が設置されていること。 
・アルコール消毒液が設置されていること。 
 
運動・競技中の留意点                                

運動・競技中には唾や痰をはくことは極⼒⾏わないことと、飲みきれなかったスポーツド
リンク等は指定場所以外に捨てないようにしてください。また運動やスポーツの活動中
は、必要以上に⼤きな声での会話や応援等は⾏わないこと、⽔分補給を⾏う際にはボトル
などの回し飲みは禁⽌としますが、こまめな⽔分補給を⼼がけることを徹底してくださ
い。マスクを着⽤している場合と着⽤していない場合を⽐べると、⼼拍数や呼吸数、体感
温度の上昇など、⾝体に負担があることがあるため、⼈との⼗分な距離（少なくとも 2m
以上）に確保されている場合は⼀時的にマスクを外すことを認めます。 
 
SNS の利用における注意喚起                             

多くのアンプティサッカー関係者が競技活動に参加できていない状況が続いています。そ
のような⽅々の気持ちを最⼤限に配慮して SNS の利⽤を⼼がけてください。また、新型コ
ロナウイルスに関連する情報等の発信については、くれぐれも細⼼の注意を払ってくださ
い。 
 
新型コロナウイルス感染者への配慮                          

現在、残念ながら、国内外で感染者や診療に携わった医療機関・医療関係者その他の対策
に携わった⽅々に対する誤解や偏⾒に基づく差別、誹謗中傷の例が複数報告されています
が、感染状況に起因する⼀切の差別や誹謗・中傷の発⽣について、本協会は断固として許
容致しません。なお発症⽇から 4〜10 ⽇程度経過した場合には、ウイルスが検出されず、
また検出されても感染性がほとんどないと報告されています。 
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引⽤元：アンプティサッカー協会「JAFA アンプティサッカー競技活動再開ガイドライン 抜粋②」 
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- 3 - 「サテライト・チーム制度」 

 
(1) サテライト・チーム制度の概要                     
アクセスの良い（在住地に近い等）チームにおいて、所属チームの枠を超えてトレーニン
グ環境等の提供をうける競技推進システムの普及を⽬指し、リーグないし交流戦において
は、サテライト・チーム制度が導⼊されています。この制度では、本所属チーム以外に、
競技者が定期的にトレーニングをしているチームをサテライト・チームとし、当該チーム
でのリーグ参加（公式戦出場）が認められています。 
 
サテライト・チーム制度の導入における「リーグ参加および試合出場」に関する条件    

「かねてよりサテライト・チームでの定期トレーニングやスポーツ活動等に⼗分に参加し
ており、サテライト・チームへの継続的な貢献が期待できるプレイヤー」を前提とし、毎
⽉ 1 回以上、定期トレーニングやスポーツ活動に参加している状態が該当出場節から遡り
3 ヶ⽉以上続いていること。該当節のみならず、今後もサテライト・チームにおける各種
スポーツイベントに⼗分な参加と協⼒が期待できる、と条件設定がなされています。 
※2020 年度についてはコロナ禍を鑑み、上記の前提条件を満たしていなくても競技参加が
可能となる場合がありますので、リーグ事務局までご相談ください。 
 
東日本・西日本アンプティサッカーリーグ実行委員会 リーグ事務局 

Mail：league@j-afa.jp 
 
該当プレイヤーの登録に関する扱い                          

客観的中⽴性を維持するために、該当節はサテライト・チーム先に限定した競技参加とな
ります。なお、重複を避けるために該当節の終了後は登録が抹消され、登録は本所属チー
ムに戻ります。リーグ事務局への申請に際しては、事前に本所属チーム代表者およびサテ
ライト・チーム代表者からの承諾を得るようお願い致します。 
 
- 4 - 「ノン・アンプティプレイヤー公式戦出場制度」 

 
(1) ノン・アンプティプレイヤー公式戦出場制度の概要            
アンプティサッカーに関わる関係⼈⼝の増加、ユニバーサルスポーツとしての発展に寄与
することを⽬指し、本協会が主管する公式競技⼤会であるリーグないし交流戦は、ノン・
アンプティプレイヤー（健常者含む）の試合出場が認められています。⼀度にピッチ内に
⽴つことができるノン・アンプティプレイヤーは 3 名まで（ただし GK は除く）となって
います。コロナ禍を契機としチームの在り⽅についても多⾓的にご検討ください。 
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- 5 - 「各種活動・事業等の再開」 
 
(1) 共通事項                               
本ガイドラインはあくまで、本協会における競技イベントの活動再開について⾔及したも
のであり、⼤前提として政府及び各⾃治体の⽅針に基づき適切な対応が求められることに
は変わりありません。各種活動・事業等の再開においては、当該活動が実施される都道府
県の⽅針に準拠しつつ開催や実施の判断に迷われた際には、本協会へのお問い合わせもし
くは開催地や施設が所在する⾃治体の衛⽣部局等へご相談ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



本ガイドラインの改定 

本ガイドラインは、政府の⽅針や上位団体の⽰すガイドラインに変更があった場合ないし
本協会が必要と判断した場合に改定を⾏うものとします。 
 
−改定履歴− 
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