
【資料１】 

コロナ対策室設置後は、上部下部関係なく公平公正に当該チームと緊密に連絡を取り合って、次戦に向けての相
談や助⾔などを⾏った。 
 
 

2022年春季リーグ コロナ感染者情報 チームからの情報とコロナ対策室の対応
陽性者連絡表から
⼤学 提出⽇ 時間 棄権等 陽性判明⽇ ⼈数 備考
奈教⼤w 4⽉15⽇ 14:37 ３試合棄権 4⽉3⽇ 4名陽性・5名濃厚 活動停⽌
神国⼤ 4⽉15⽇ 23:31 4⽉6⽇ 2名陽性 濃厚接触者なし

※1 関⻄⼤ 4⽉15⽇ 19:59 4/10棄権 4⽉7⽇ 5名陽性・10名濃厚 活動停⽌＆待機
※2 同志社 4⽉16⽇ 0:46 4/10棄権 4⽉9⽇ 7名陽性・12名濃厚 他の部員PCR陰性確認
※3 同志社w 4⽉18⽇ 14:11 4⽉12⽇ 2名陽性・17名濃厚 活動停⽌＆待機

流科⼤ 4⽉15⽇ 20:25 4/17棄権 4⽉15⽇ 1名陽性 濃厚接触者なし
※4 滋賀⼤w 4⽉29⽇ 8:49 5/1棄権 4⽉28⽇ 1名陽性・6名濃厚 4,5⽇⽬に抗原検査
※5 京都⼤ 4⽉30⽇ 21:59 4⽉30⽇ 3名陽性・15名濃厚 活動停⽌＆待機＆抗原検査

福科⼤w 5⽉4⽇ 21:08 5⽉4⽇ 1名陽性 濃厚接触者なし
※6 ⼤阪⼤ 5⽉9⽇ 16:22 5⽉9⽇ 5名陽性・14名濃厚 活動停⽌＆待機＆抗原検査
※7 ⽴命館W 5⽉10⽇ 17:44 5⽉8⽇ 3名陽性 聞き取り調査

⿓⾕⼤w 4⽉12⽇ 16:24 幹部LINE 4⽉10⽇ 1名陽性 濃厚接触者なし
京産⼤ 4⽉12⽇ 16:57 幹部LINE 4⽉10⽇ 1名陽性 濃厚接触者なし

注1）上から5校のコロナ陽性者報告は、4⽉14⽇に学連より各チームに連絡したので提出⽇が陽性判明⽇より遅れている。
注2）4⽉19⽇に第２報を各チームに連絡した。その中で待機期間の短縮に関することを記載した。
注3）4⽉20⽇に【最重要事項】として、陽性判明次第、チームと対策室が緊密に連絡を取り合うことを発信しています。
  その内容をチーム内（役員、選⼿全員）で共有して迅速かつ適切に対応してください。と付け加えています。

※1 4⽉16⽇にメールで聞き取りを⾏なった。⼀理事から疑義の申し出があり、5⽉31⽇に選⼿、監督の聞き取りを⾏う。

※2

※3 試合が1週間空いていたので、連絡が遅れたとのことであったので、厳重注意を監督に⾏い、謝罪あり。
※4 連絡を取り、5⽉1⽇の棄権を確認し、待機4⽇⽬,5⽇⽬の抗原検査が陰性であったので、5⽇の試合は出場した。

※5

※6 密に連絡を取り、抗原検査で陰性を確認したので、室⻑から次戦の出場の許可を得たことを伝えた。
※7 5⽉11⽇に選⼿への聞き取り、17⽇に監督への聞き取りを⾏なった。

陽性者判明後、すぐに連絡があり、前⽇の対戦者であった京府医と審判部に連絡を取り、体調不良者がいないか確認をし
た。その後も密に連絡を取り、抗原検査で陰性を確認したので、室⻑から次戦の出場の許可を得たことを伝えた。また、
京府医とも密に連絡を取り、体調不良者が出なかったので次戦に出場した。出場した⽇程については、タイムスケジュー
ルを変更してギリギリの判断をコロナ対策室が⾏なった。

試合当⽇、太陽が丘会場の井上理事に電話確認したところ、選⼿が会場に来ているということであったので、監督に聞き
取りをしていただくように要請をし、聞き取りを⾏なった結果、全員PCR検査を受けて陰性であったとの報告を受けた。

同⽇に対策室設置。 

※1 

※3 

※4 

※5 

※5 

関連 

※6 



以下の資料２〜５は、学連から各チームに送信した資料です。 
【資料２】 
4 ⽉ 7 ⽇に各チームに送信。 「2022 春申し合わせ事項」に以下のように記されている。 
 3.試合会場⼊場時に、学連役員、審判員、チーム役員・選⼿等、全ての者を対象として、⾮接触型体温計(以下、
体温計)による検温、消毒液による⼿指消毒を実施する。なお、⾵邪の症状がある者や体温が 37.5 度以上の者が
出たチームは、試合会場への⼊館を許可しないものとする。その試合は不戦敗となる。 

 
【資料３】 
4 ⽉ 14 ⽇に各チームに送信。 「陽性者連絡表」「コロナ陽性者の情報収集」に以下のように記されている。 
 陽性者が判明した時点で速やかに下記連絡先に添付資料をつけて報告してください。 
また、状況が変更するたびに、その資料に追加して送信してください。 
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【資料４】 
4 ⽉ 19 ⽇に各チームに送信。 「コロナ陽性者の情報収集（修正版）」「コロナ対策室設置について」 
 ⽂⾔は、２とほとんど同じだが、待機期間の短縮に関することを追加。 

 
【資料５】 
4 ⽉ 20 ⽇に各チームに送信。 「対策室からのお知らせ」（同志社 W の遅れがあったので、今後このようなこと
が起こらないように以下のように発信した） 

「対策室からのお知らせ」の内容には、以下のように記されている。 
 ２で記した⽂⾔の変更（速やかにの部分） 
 今後、各チームで濃厚接触者を含めコロナ陽性者の発⽣が判明次第、チームと対策室が緊密に連絡を取り、感
染拡⼤を最⼩限に留めることを⽬的として、下記のとおり速やかに対応してください。 
 学連としては、指導者の⽅々へ「社会通念のコンプライアンスの遵守義務を重視した活動」をぜひともお願い
したいところです。 
以後、本旨に沿ったご協⼒をよろしくお願いします。 
 
 



関西大に対する佐藤理事からの疑義についてのコロナ対策室の聞き取り調査報告 

 
関⻄⼤に対する疑義に関する聞き取り報告 
 
聞き取りメンバー：⼭﨑・川崎（対⾯）、安⽥・平⼦（zoom） 
2022.5.23 に⾏われた佐藤理事の聞き取り（安⽥・平⼦⽒）で出た関⻄⼤への疑義内容を 5.31 に関⻄⼤で聞き取
りを⾏った。（20:30~22:00 関⻄⼤学体育館事務室で⼀⼈ずつ） 
聞き取りに⾄った経緯 
⽴命館の佐藤監督にコロナに関するコンプライアンス遵守違反があると伝えたところ、なぜうちだけ問題視され
るのか、関⻄⼤もリーグ当初にあったんではないか。と訴えたことで事実を確認するべく関⻄⼤の聞き取りをす
ることとなった。 
 
佐藤監督への聞き取り（関⻄⼤学の疑義に関して）5 ⽉ 23 ⽇（安⽥理事、平⼦理事） 
関⻄⼤学の 2年⽣以下の学⽣は知らなかったという件 
① そもそも 2年⽣以下が何も知らないのはおかしい。箝⼝令を引いたのでは？ 

 ② 1 試合は棄権したものの、次の週に試合しているのはおかしくないか？ 
  試合前⽇に 5⼈もコロナにかかっていれば 10 ⽇間の⾃宅待機では。 
  少なくともかかった 5⼈は 2 試合⽬も出れないはず。 
 ③ コロナが 5⼈も出てるのに練習は続けていたのではないか？ 
 ④そのあたりの情報や報告は学連として、きちっと取ったのか？ 
 
聞き取りを⾏った選⼿は以下の通りです。 
幹部：Q選⼿、陽性者：U選⼿、濃厚接触者：V選⼿、２年⽣：X選⼿、1年⽣：Z選⼿ 
この⼈選については、当⽇の 17 時に中川監督にお知らせしました。 
なお、当初陽性者の聞き取りは M 選⼿でしたが、教育実習中で無理だということで、⼭﨑が中川監督に 2 番⽬
に感染した⼈を 20 時に到着後お願いしました。 
疑義① 2 年⽣以下がコロナに感染していることを知らないのはおかしい。箝⼝令が敷かれていたのではない
か？ 
Q：全員に周知していた。 
U：全員で情報共有していた。 
V：途中（数⽇後）で情報共有あり。 
X：情報共有あり。 
Z：情報共有あり。上級⽣から聞いていた。 
 
結論：箝⼝令は敷かれていない。実際に 2年⽣の陽性者、１,2年⽣の濃厚接触者も存在。 
 
疑義③ コロナ陽性者が 5⼈も出ているのに練習を続けていたのではないか？ 
Q：濃厚接触者の判定が出るまでは、ストップ。何⼈⽬かが出た時にどれくらいの接触があったのかを保健所が
判断して、Uコーチと N監督と相談しながら、濃厚接触者ではない⼈で練習をしていた。 
U：監督、コーチが保健所の指⽰で練習はストップ。濃厚接触者が出た段階でそれ以外で練習を⾏った。 
V：練習は、なくなったと思う。濃厚接触者が判明するまで上で⾛っていた。 
X：１回停⽌。濃厚接触ではない⼈は、練習をしていた。距離を取りながら。 



Z：濃厚接触者は、⾃宅待機。それ以外はマスクをつけて練習していた。 
 
結論：陽性者が 5⼈出た段階では、濃厚接触者以外で練習を⾏っていた。 
 
中川監督への聞き取り 
・普段の練習では、マスクを着⽤しているか？ 
→ マスクを着⽤していたが、3 ⽉ 14 ⽇から練習の最後のゲームのみマスクを外していた。熱中症予防と１箇所
に滞留して会話がないので。 
・4 ⽉ 4 ⽇が陽性者との最終接触⽇となっているが、なぜか？また、濃厚接触者となっていない部員がいるが、
なぜか？ 
→4 ⽉ 7 ⽇に陽性者が出たときに保険管理センターとスポーツ振興課に相談し、⾮接触で学⽣を 2グループに分
けて、ランニングとフロア（キャッチボールのみ）で練習をした。 
この時に部員に聞き取りをし、4 ⽉ 4 ⽇の練習をマスクなしで⾏っていたことが判明した。この事実を保険管理
センターとスポーツ振興課に報告し、翌⽇その部署が保健所と連絡を取り、濃厚接触者が特定された。 
→濃厚接触者が全員でないのは、1 年⽣がガイダンス、4 年⽣は就活、あとは怪我⼈が練習に参加していなかっ
た。 
 
・4 ⽉ 5 ⽇、6 ⽇の練習は、⾏ったか？ 
→5 ⽇は、ウエイトトレーニングのみで、マスク着⽤。 
 6 ⽇は、発熱者が出たので練習をストップした。 
 
・濃厚接触者が特定されてからの練習は⾏ったか？ 
→それ以外のメンバーで⾮接触メニューの練習を⾏った。 
 
結論：聞き取りメンバーとしては、問題なしと判断しました。 

当初にこの詳しい情報を報告してくれていれば、このような混乱は起きなかった。この点については、中
川監督に苦⾔を呈した。 

 
 
その他の佐藤理事からの疑義に対する回答 
疑義② 試合は棄権したものの、次の週に試合しているのはおかしくないか？ 
    試合前⽇に 5⼈もコロナにかかっていれば 10 ⽇間の⾃宅待機ではないか。 
    少なくともかかった 5⼈は 2 試合⽬も出れないはずではないか。 
→7 ⽇にコロナ陽性となり、17 ⽇の試合に出場した A選⼿は、6 ⽇に発症しておりその⽇を 0 ⽇⽬としてカウン
トするので、隔離期間は 7 ⽇〜16 ⽇となり、A選⼿は 17 ⽇の試合に出場しても問題はない。また、他の 4⼈は、
登録メンバーに⼊っていない。 
 
疑義④ 情報や報告は学連として、きちっと取ったのか？ 
→報告書の提出は、学連加盟校に提出を促した最速の 4 ⽉ 15 ⽇であった。 
 16 ⽇、17 ⽇に中川監督にメールでの聞き取りを⾏った。 
 
以上のことより、メンバーとしては、佐藤理事の疑義について、関⻄⼤の⾏動等に問題はないと判断しました。 



⽴命館⼤のコンプライアンス遵守義務違反に関する報告 
【資料６】⽴命館からの陽性者連絡表（試合は 5 ⽉ 8⽇）。試合を跨いで症状が出た選⼿がいるので、調査。 
マスクなしで練習を⾏っていた場合は、濃厚接触者となる場合がほとんどで、クラスターの危険性がある。 

 
【資料７】 

 

 

連絡責任者である⽴命館のDさんと佐藤監督への聞き取り調査をもとに作成（聞取り者：川崎理事）
5⽉6⽇ 立命館　22:00まで練習（普段からマスクはせずに練習している）
5⽉7⽇ 朝８時 ⽴命館のAさん（8⽇に陽性判明）からチームに発熱、咳、喉の痛みがあると連絡がある

試合前⽇ 病院で抗原検査をし陰性判定であったが、PCR検査も実施し、結果は8⽇に出るとの連絡もある
Aさんが発熱したと連絡を受けて、練習は念のため中⽌とすることを⽴命館の佐藤監督が決定
学生審判に関して、Aさんの体調に問題がなければ、吹笛しても良いと佐藤監督がAさんに発言するが、学生は担当者をAさん
からCさんに変更して吹笛した

14:30~15:30 Cさん（10⽇に陽性判明）が⼥⼦3部の試合を吹笛（11⽇の夜中に吹笛の事実が判明）
5⽉8⽇ 朝 ⽴命館のBさん（10⽇に陽性判明）から7⽇夜から発熱・咳・背中の痛みがあると連絡がある

試合当⽇ 13:30 試合のアップが始まる
⽴命館の選⼿が福科⼤の選⼿にコロナの検査判定待ちで待機している⼈がいると伝えた。

14:20 ⽴命館と福科⼤の試合開始、⽴命館のCさん（10⽇に陽性判明）ベンチ⼊りするも、試合に出場せず。試合中はマスク着⽤
15:40 試合終了 担当審判：F⽒・G⽒

試合直後、福科大の選手が立命館の選手に話しかけに行くが、「体調不良者がいるので、近寄れない」と言われる

16時過ぎ Aさんから陽性であったとチームに連絡がある
Aさんが陽性であったと佐藤監督に連絡後、部員に連絡をした
佐藤監督から学年毎、バラバラで帰り、⼿洗い・うがいをしっかりするように指⽰あり
福科⼤の選⼿が⽴命館の選⼿を⾷事に誘ったが、「PCRを受けるので」と断り、「Aさんがコロナ陽性であった」と伝えた。
会場校である⼤体⼤の選⼿は、試合終了直後から体育館で⾃主練習を⾏っていた

5⽉9⽇ 朝 Cさんから発熱、頭痛、咳、喉痛があると⽴命館に連絡がある（前⽇の夜に発熱）
5⽉10⽇ 17:44 ⽴命館 Dさん（連絡責任者）よりAさん、Bさん、Cさんの陽性が判明したとの連絡が学連メールにあった

5⽉11⽇ 10:32 理事長よりコロナ室LINEへ　上記メールが届いていること、佐藤監督に確認したところ、濃厚接触者の特定は大学が調査中、
陽性者は試合には出ていない。現在、練習はストップしている。今のところ体調不良者はいない。とコメントが入る。

21:35 山﨑理事がコロナ対策室LINEに以下をコメント。「表でお分かりの通り、今回の立命館の件は、試合を跨いでいますので、川
崎理事から、担当者に詳しく聞いていただきます。２次感染の恐れもありますので。」

21:35以降 川崎理事がDさんへ聞き取りを⾏う
23:44 ⼭﨑理事が5/8の試合の審判員へ体調の不良等がないか連絡
夜中 川崎理事の聞き取りで、Cさんが⼥⼦3部の試合の審判として吹笛していたことが判明。

5⽉12⽇ 8:06 ⼭﨑理事がT委員⻑に、Cさんが吹笛した両チームに体調不良者がいないか連絡するように依頼
22:23 ⼭﨑理事が下川理事に、8⽇の試合終了後に⾃主練をしていた⼤体⼤の選⼿に体調不良者がいないか連絡

5⽉17⽇ 夜中 川崎理事が佐藤監督に聞き取りを⾏う
コロナ対策室に すぐに報告をすることができた時間帯等
⽴命館への聞き取り以外の事実
福科⼤の選⼿への聞き取り

立命館大学のコロナ関連の時系列　（コロナ対策室への連絡は、5月10日17:44である）

⽴命館 ⼤学
連絡責任者 伊藤紗奈 連絡先 080-2442-1245
※個⼈情報は、感染状況の把握のために使⽤するものであり、外部へは⼀切情報提供するものではありません。

⽒名 判定
症状が出た⽇
/陽性者との
最終接触⽇

陽性判定⽇
⾃宅待機期間

(保健所･医師から
の指⽰)

症状等
(無症状or症状(   ))

関⻄ 花⼦ 陽性or濃厚 4⽉10⽇ 4/10~4/16 無 or 症状(微熱・のど痛等)

芳村 ひなの 陽性 5⽉7⽇ 5 ⽉8⽇ 5/8~5/16 症状(発熱・咳・のど痛)

⽴岡 彩那 陽性 5⽉7⽇ 5⽉10⽇ 5/10~5/17 症状(発熱・咳・背中の痛み)

⼤⻄ 穂花 陽性 5⽉8⽇ 5⽉10⽇ 5/10~5/19 症状(発熱・頭痛・のど痛・咳)



⽴命館と福科⼤の試合当⽇の選⼿の会話 安⽥理事と川崎理事が聞き取り（福科⼤の３選⼿）時系列に組み込み済み 
試合前：福科⼤の選⼿と⽴命館の選⼿との会話で、「⽴命館の選⼿がコロナの判定待ちで待機している⼈がいる。」と

話した。福科⼤の 4 選⼿がこのことを知った。 
試合直後：福科⼤の選⼿が⽴命館の選⼿に話しかけに⾏ったが、「体調不良者がいるから、あんま近づけない」と

⾔われた。 
試合後の控室前で：福科⼤の選⼿が⽴命館の選⼿に「ご飯に⾏こう」と誘ったら、「PCRを受けないといけない

ので⾏けない」と断られ、「コロナの判定待ちをしていた⼈が、陽性だと判明した。」と聞いた。 
 
⽴命館のコロナ対策 
更⾐は、学年毎に⾏っている 
練習開始直前までマスクを着⽤、汗が引いたら、マスクを着⽤し移動 
練習時はマスクなし 
 
コロナ対策室に報告のあった⼤学の例(全チームマスクなしで練習し、⽋席者以外全て濃厚接触者となっている) 
奈良教育⼤学⼥⼦:陽性者 4 名、濃厚接触者 5 名 
同志社⼤学⼥⼦:陽性者 2 名、濃厚接触者 17 名 
滋賀⼤学⼥⼦:陽性者 1 名、濃厚接触者 6 名 
⼤阪⼤学男⼦:陽性者 5 名、濃厚接触者 14 名 
同志社⼤学男⼦:陽性者 7 名、濃厚接触者 12 名 
 
コロナ対策に対する学連競技部への⽴命館の佐藤監督からの意⾒メール 
4 ⽉ 18⽇に、学連競技部の 4名の理事宛に、佐藤監督から「令和 4 年 3 ⽉ 16 ⽇付け厚⽣労働省新型コロナ
ウイルス感染症対策 推進本部事務連絡」を添付し、次の内容のメールが送られて来ました。 
「春季、他チームでも陽性者が出ていると伺っています。学連としての基準を定めていなかったかと思いますが、
各⼤学の判断を尊重しつつも、⽂科省基準以下ではダメだと思います。」 というものです。 
 
事実関係のまとめ 
① 試合前⽇の朝に、発熱者 A から発熱等の症状が出たと連絡を受け、念のためにその⽇の練習を休みにした。

その発熱者 Aは、PCR検査を受けて、翌⽇に結果が分かると連絡をしている。 
② 試合当⽇の朝に、別の発熱者 Bから前⽇の夜から発熱等の症状が出ていたと連絡を受けるが、⽴命館は試合

会場に出向き試合を⾏った。 
③ 試合前に、⽴命館の選⼿が対戦相⼿の福科⼤の選⼿に PCR検査を受けている選⼿がいることを話した。 
④ 試合直後に、⽴命館の選⼿が対戦相⼿の福科⼤の選⼿に「体調不良者がいるので、近づけない」と伝えた。 
⑤ 試合後控室前で、⽴命館の選⼿が対戦相⼿の福科⼤の選⼿に「PCR検査を受けるので⾷事に⾏けない」と誘

いを断り、「先ほど陽性者が判明したと連絡があった」と伝えた。 
⑥ 試合後会場を出る前に、発熱者 Aから陽性であったことの連絡があり、佐藤監督は⾃チームへは指⽰を出し

たが、対戦相⼿や審判、学連には、⼀切連絡しなかった。クラスターを回避するためには、この初動が⾮常
に重要である。 

⑦ ⽴命館は、マスクなしで練習をしており、陽性者が出た場合は、練習に参加していた全員が濃厚接触者とな
る可能性が⾼い。（報告⼤学事例でも明らか） 

⑧ 学連に連絡があったのは、試合 2 ⽇後の⼣⽅であった。その際に試合会場に来て、ベンチ⼊りしていた選⼿
Cが試合当⽇の夜に発熱し、10 ⽇に陽性者だと分かる。 



⑨ コロナ対策室は、⑧の連絡を受けて、対戦相⼿、審判、会場校、陽性者Ｃが吹笛した 2 チームに体調不良者
等がいないか確認作業を⾏なった。 

 
理事⻑、両副理事⻑による事前協議（5 ⽉ 13 ⽇ zoomにて） 
佐藤監督の報告義務違反は、明らかである。 
チームのことに関しては、明⽇のコロナ対策室会議で議論することとなる。その中で棄権試合と⾒なしてもいい
のではないかとの意⾒あり。 
 
コロナ対策室での協議結果（5 ⽉ 14 ⽇ zoomにて） 
① チーム内において、発熱した部員 A,Bにコロナ感染の恐れがあったことを認識していたにも関わらず、試合

会場に来場し試合を⾏った。対戦相⼿の福科⼤や審判員、会場校の選⼿が感染する可能性があった。 
協議結果：選⼿にもある⼀定の認識はあったと判断し、棄権試合とみなし没収試合とする。 

② また、発熱者 Aの陽性が判明した時点での報告がなかった。 
協議結果：報告義務違反とし、佐藤監督に 3 試合のベンチアウトしていただく。 

この２点は、コンプライアンスの遵守義務に違反した⾏為だと対策室として判定した。 
 
佐藤監督への伝達 
5 ⽉ 15 ⽇ 理事⻑が佐藤監督に「とりあえず、最終戦のベンチに⼊らないでほしい」と伝達した。 
14 ⽇の協議結果①については、伝達していない。 
その後、⼤経⼤会場の最終戦終了後、橋本会⻑、福井副会⻑、中川理事⻑、井上副理事⻑、⼭﨑、安⽥総務部⻑
で話し合いを持ち、⼀⽅的な伝達はおかしいので、佐藤監督への聞き取りをすることを決定。しかし、報告義務
違反であることは、明らかである。 
 
佐藤監督への聞き取り 
5 ⽉ 17 ⽇ 川崎理事が佐藤監督への聞き取りを⾏った。 
その結果、選⼿への聞き取りとほぼ同じ内容であった。 
 
第３者による協議結果の検証 
5 ⽉ 19 ⽇に第 3 者により（議⻑：安⽥総務部⻑）コロナ対策室の協議結果の確認を⾏っていただき、コンプラ
イアンス遵守違反であることは間違いない。順位が絡む処分は、⼀応理事会で賛否だけでもとった⽅がよいとい
う意⾒が出た。 
 
第３者協議の報告と今後について 
5 ⽉ 22 ⽇に 19 ⽇に⾏われた第 3 者による話し合いの報告を安⽥総務部⻑から⾏っていただき（その後退室）、
橋本会⻑、福井副会⻑、中川理事⻑、井上副理事⻑、⼭﨑でその報告の検討を⾏った結果、⽴命館については特
別審議の場でコロナ対策室からの報告を⾏い、審議することが決定した。また、佐藤監督から出た関⻄⼤に関す
る疑義に関しては、何が問題なのかを佐藤監督から聞き取る。その後、関⻄⼤への聞き取りを⾏い、⽴命館と同
じく特別審議の場で審議することを決定した。なお、この案件は、会⻑マターとすることもその場で決定した。 
佐藤監督に特別審議の場で審議が⾏われることを会⻑が伝達することが決定し、5 ⽉ 25 ⽇に電話伝達を実施。 
 
 
 



佐藤監督への聞き取り（関⻄⼤学の疑義に関して）5 ⽉ 23 ⽇（安⽥理事、平⼦理事） 
関⻄⼤学の 2年⽣以下の学⽣は知らなかったという件 
 ①情報源は、⽴命館の学⽣と関⻄⼤学の学⽣間で聞いた話から。 
 ②そもそも 2年⽣以下が何も知らないのはおかしい。箝⼝令を引いたのでは？ 
 ③1 試合は棄権したものの、次の週に試合しているのはおかしくないか？ 
  試合前⽇に 5⼈もコロナにかかっていれば 10 ⽇間の⾃宅待機では。 
  少なくともかかった 5⼈は 2 試合⽬も出れないはず。 
 ④コロナが 5⼈も出てるのに練習は続けていたのではないか？ 
 ⑤そのあたりの情報や報告は学連として、きちっと取ったのか？ 
 
有識者の⾒解 
ある理事がコロナ対策室には、有識者がいないが⼤丈夫なのかということが漏れ伝わってきましたので、医師に
7ページの「事実関係のまとめ」の①と②の連絡があったまで（試合会場に来たことはお伝えしていません）を
お知らせし、この場合は試合会場に来て試合をしてもいいのかをお尋ねしました。 
 
その医師の⾒解は、次の通りです。 
試合を始める時点で選⼿ A、Bの両名は陽性と確定されていないので、定義上、Gのチームメートは濃厚接触者
と判断されません。だから、試合をして何が悪いのか、という考えを持つ⼈もいるでしょう。医療従事者である
かどうかに関係なく、私も含め多くの⽅々が「陰陽性が判明するまで、試合はやめておいた⽅がよいのでは」と
か「やめるべきでは」と考えても、誰も強制することはできません。しかし、現⾏のルールに違反していなけれ
ば何をやってもいいというものではありません。 というものでした。 
 
 
 
 


