令和 4 年 7 ⽉ 4 ⽇
愛媛⼤学ダンス部
第 73 回四国地区⼤学総合体育⼤会ダンス競技
報告書
第 73 回四国地区⼤学総合体育⼤会ダンス競技について、以下の感染防⽌対策を遵守
し、万全な状態で⼤会を開催した。出演者は⼤会 2 週間前の令和 4 年 6 ⽉ 17 ⽇より現在
まで、体調の経過観察を⾏っているが、⼤会参加者・⼤会スタッフ・観客全員体調不調・
感染兆候などの報告はない。愛媛⼤学ダンス部の部員は⼤会当⽇の⽚付けの後、速やかに
解散し、打ち上げや会⾷は⼀切⾏っていない。今後も令和 4 年 7 ⽉ 16 ⽇まで体調記録は
継続予定である。以下、徹底した感染防御対策によって⼤会は無事安全に終了したことを
報告する。
１. 実施した⼤会について

①公演名（主催団体名）
：第 73 回四国地区⼤学総合体育⼤会ダンス競技
（主管：愛媛⼤学ダンス部・徳島⼤学から委嘱）
②会場名（開催都市名）
：松前総合⽂化センター・広域学習ホール
（開催都市名：愛媛県伊予郡松前町）
③⼤会等⽇程：リハーサル 令和 4 年 7 ⽉ 1 ⽇（⾦）
、本番 令和 4 年 7 ⽉ 2 ⽇（⼟）
④⼤会の位置づけ：四国地区⼤学総合体育⼤会(以下、四国インカレ)は、地理的なハンデ
を抱える四国の⼤学・学⽣スポーツ団体や短⼤など学⽣数の少ない⼩規模の⼤学・学
⽣団体を含め、どのような規模の⼤学・団体でも⽬標にできる貴重な⼤会として存在
している。⼤学でのスポーツ活動「する、⾒る、⽀える」経験は⽇本の⽣涯スポーツ
を⽀え健康を推進する施策の最後の砦でもある。⼤学スポーツは⽇本の⽣涯スポーツ
のビジョンの⼀つであり、今回⼤会主管としての運営を通して、インカレはその⼀翼
を担っていることを実感した。
⼤会参加⼤学＝愛媛⼤学、松⼭⼤学、⾹川短期⼤学、⾼知⼤学、⾼知県⽴⼤学、⾼知
⼯科⼤学。スタッフ及び観客に関する報告は 6p に⽰す。
⑤⼤会を終えて：今回 3 年振りに感染対策を徹底して開催した⼤会は、⾮常に意義ある
ものだった。参加⼤学の全てがコロナの影響を受け、⼤学⽣活 3 年⽬にして初めて舞
台に⽴った学⽣や、本⼤会出場のためにゼロからダンス部を⽴ち上げた⼤学もあり、
本⼤会の存在が学⽣の活動の救いとなっていた。さらにコロナ禍で、3 年間他⼤学との
交流が閉ざされていた中、今まで出会ったことのない⼤学⽣同⼠が同じ舞台に⽴ち、
作品を発表し合えた時間は⼤学時代にしかできない価値ある経験であった。
⑥特記事項：主管⼤学として⼤会を運営するにあたり、多くの困難があったが、愛媛⼤学
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ダンス部は何としてもこの⼤会を成功させたいと決⼼し、現役ダンス部員と顧問・コー
チ・OBOG が⼀丸となって⼤会の準備を進め、今回⼤会を無事開催することができた。
愛媛⼤学ダンス部は⼼から誇りと喜びを感じている。ダンス部⾨では、必ず作品上演前
に各⼤学代表者がコメントする。今年は特に、これまでの状況の苦しさと⼤会への感謝
が述べられた。今年度主催の徳島⼤学の職員の⽅も愛媛⼤学の職員の⽅も、視察と監督
のため会場にて 6 ⼤学 13 作品全ての視聴をされたことと思う。参加⼤学⽣のコメント
からも、⼤学でのダンス活動を通して、⼤学貢献や地域貢献しているダンス部の姿、活
動から⽣まれた「⼤学間の繋がり」
、
「各⼤学のダンスへの情熱と友情」
「⼤学を超えた
相互⽀援」に溢れた部・サークル活動が実施されていることは明らかである。この点を
特記事項として記録に残し、今後の⼤会継続を希望する。

２. 会館⼊り後のスケジュール
四国インカレ2022
9:00

＊本番16:00～
7/1（金)

7/2（土)

会館入り

会館入り

舞台

リハーサル室( 9:00~ 17:00)

高知工科( 9:10~ 9:30)
高知県立( 9:30~ 9:50)

10:00

高知( 9:50~ 10:50)

愛媛( 9:40~ 10:10)

消毒・換気( 5分間)

( 照明調整)
搬入・S ET UP
11:00

松山( 9:00~ 9:40)

香川短期( 10:10~ 10:40)

各大学作品練習

ロビー

※各大学譲り合って
使用してください。

高知工科（10:45~ 11:15）

→音響・照明仕込み

香川短期( 10:50~ 11:50)
高知県立( 11:15~ 11:45)

12:00

愛媛( 11:50~ 12:10)
松山( 12:15~ 12:30)
消毒・換気・昼休憩

主将会議( 12:35~ 12:50)

( 照明調整)
13:00

高知( 11:45~ 12:15)

休憩・消毒・換気
ゲネプロ( 13:00~ 14:50)

14:00
15:00

※各大学譲り合って

最終調整・消毒・換気
音響・照明仕込み

使用してください。

開場（30分前）

16:00

本番( 16:00~ 17:40)
※換気時間10分含む

17:00
休憩・消毒・換気
18:00
19:00
20:00

愛媛( 18:00~ 19:00)
各大学作品練習
( 照明調整)

撤収・搬出消毒・換気

松山( 19:00~ 19:30)
愛媛( 19:30~ 20:00)
松山( 20:00~ 20:30)

完全退館

愛媛( 20:30~ 21:00)
21:00
22:00

※大学名が記載されていない時間帯は客席にて待機

松山( 21:00~ 21:30)
片付け・完全退館
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3. 感染防⽌対策に関する報告

ダンス部で作成した「第 73 回四国地区⼤学総合体育⼤会ダンス競技実施における
新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌ガイドライン」に則り開催した(最新のガイドライン
(2022.6.23 改訂版)は別紙参照)。
(1) 来場者に対して実施した感染防⽌対策
・⼊場時に⾮接触の検温機を使⽤し、体温を確認した。当⽇、37.5℃以上の来場者はいな
かった。また、全員不織布マスクを着⽤し、⼊⼝にて⼿指消毒を実施した。
・本⼤会は事前予約制とし、来場者全員の⽒名及び連絡先等を把握し、名簿を作成・保存
した。事前予約を⾏っていない来場者 1 名、⼤会関係者であったため、その場でガイド
ラインの確認・同意していただいた上で⼊場可能とした。
・来場者の着席位置は、⼤会後来場者全員に座席確認⽤紙に記⼊していただき、退館の際
に回収ボックスにて集め、把握した。なお、来場者の着席位置は名簿にまとめ保管して
いる。
（なお、個⼈情報の保護の観点から、名簿等の保管には⼗分な対策を講じてい
る。保存期間を当⾯ 3 ヶ⽉とする。)
・今後来場者に感染の疑いが発⽣した場合には、速やかに保健所へ連絡し、指⽰を受け
る。
・なお、愛媛県、⼜は愛媛⼤学、徳島⼤学に要請された場合は、速やかに名簿を提出す
る。
(2) 出演者への対策
・⼤会の 2 週間前から愛媛⼤学ダンス部指定の体調チェック表の記⼊を⾏い、体調の変化
を記録している（⼤会 2 週間後の令和 4 年 7 ⽉ 16 ⽇まで記録予定）
。部員の体調記録は
各団体代表者が毎⽇確認する。なお、体調チェック表は各⼤学で集め、⼤会終了から 1
ヶ⽉間は保管する。もし異変があった場合はすぐに愛媛⼤学ダンス部まで報告する体制
を作っている。
・会館⼊り前 2 週間以内に濃厚接触者になった愛媛⼤学ダンス部の部員１名は⾃宅待機を
した(現在も⾃宅待機中である)。また⼤会当⽇、体調不良や家庭の事情の関係で、出場
予定者の内松⼭⼤学 2 名、⾹川短期⼤学 6 名、⾼知県⽴⼤学 1 名は出場を辞退した。
・⼊館前に⼿指消毒と検温を⾏い、舞台上での練習・リハーサル・本番時以外は原則マス
クを着⽤した。
・他⼤学の学⽣同⼠が極⼒接触を避けるよう、舞台やリハーサル室の使⽤時間を分割し
た。
・⾷事の際は対⾯を避け、ソーシャルディスタンスを保った。
・⾶沫感染防⽌のため練習時、作品中含め、⼤声での発声をしなかった。指⽰を出すとき
はマイクを使⽤し、使⽤者が変わる毎に消毒を実施した。
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(3) 関係者、公演スタッフへの対策
・会館⼊り前２週間以内に新型コロナウイルスに罹患した者や濃厚接触者と診断された者
はいなかった。
・本番後２週間以内に体調に異変があった場合はすぐに愛媛⼤学ダンス部まで報告する体
制を作っている。
・⼊館前に⼿指消毒と検温を⾏い、原則マスクを着⽤した。
・⾷事の際は対⾯を避け、ソーシャルディスタンスを保つようにお願いし、遵守していた
だいた。
(4) 会場内の環境整備について

観客席!

香川短期!

観客席!

"６０#!
カメラ席!

愛媛"６０#!

高知"２４#!

!
松山"３
２#!

高知工科"３#!

［座席配置図］
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高知県立"５#!

[客席消毒の様⼦]

[舞台消毒の様⼦]

[座席確認⽤紙回収ボックス]

[エントランスの消毒の様⼦]

[MC 台消毒の様⼦]
[⼊⼝掲⽰の来場者条件]
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・⾶沫感染防⽌のため、客席 1 列⽬は使⽤不可とした。
・座席はリハーサル時、当⽇本番の開場前に全席消毒した。
・出演者、来場者全員 1 席ずつ空けて着席し、ソーシャルディスタンスを保った。
・来場者の着席位置は座席確認⽤紙を⽤いて把握し、名簿にて管理した。
・本番、リハーサル時以外、ホール内のドアを開放し換気を徹底した。また、本番、リハ
ーサル時は約 30 分に 1 回(約 10 分)の休憩時間を設け、換気した。
・MC が使⽤する台には⾶沫感染防⽌のためアクリル板を設置し、話者が変わる毎にマイ
ク、アクリル板、MC 台の消毒を徹底した。
・作品練習時には各⼤学の⼊れ替わり時に、また、本番、リハーサル時は作品毎に舞台上
をアルコール消毒した。

4. 本⼤会における関係者について

〇⼤会関係者・スタッフ
顧問、コーチに加え、本⼤会開催のために合計 9 名のスタッフが参加した。⼤会期間中(令
和 4 年 7 ⽉ 1 ⽇(⾦)〜令和 4 年 7 ⽉ 2 ⽇(⼟))は会館⼊り前に検温し、⼿指消毒を実施し
た。
※全員にガイドラインを配布し、感染防⽌対策を遵守していただいた。
※なお、名簿は個⼈情報保護のため掲載しない。
〇来場者
感染防御対策を万全に⾏い、合計 119 名を動員した。また、全ての観客の⽒名・住所・電
話番号と当⽇の体調を把握しており、ガイドラインの内容も把握してもらった状態での⼊
場とした。
※なお、名簿は個⼈情報保護のため掲載しない。
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