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１ ． 感 染 対 策 に 関 す る 宣 言 お よ び 誓 約 書 の 提 出 に つ い て /Submission of Form of
Declaration and Commitment for Anti-infection Measures
参加者ハンドブック「Ⅴ. 規則のポイント 11. 感染症対策」の通り、キャンパスで参加する
大学は、大会当日キャンパスに到着した際に、受付(2-20５教室)において、全て の参加者
（チームに帯同する関係者を含む）について、発熱、咳等、感染症を疑わせる症 状がない
ことを確認していることを宣言する書面を提出しなければなりません。
In accordance with the Chapter Ⅴ Key Rules, 11. Anti-infection Measures of the Handbook
for Participants, any university participating in person must submit a written declaration at
the reception desk (at #2-205) on arrival at the campus, declaring that all participants
(including those accompanying the team) have confirmed that they have no fever, cough or
other symptoms that raise suspicions of an infectious disease on the day of the competition.
この書面のフォームは次の URL にありますので、各大学の責任で内容を確認のうえ、大学
名を明記し、運営委員会に登録した代表者が自署したものを、19 日、20 日に受 付（2－
205 教室）に提出してください。
https://drive.google.com/file/d/1Oc7Hc7FXbX5b7BLKpzlk4aT7PrR0ZstU/view?usp= shar
ing
Please retrieve and confirm all the precautions in the declaration form stored in the Google
Documents of the URL below, insert your university’s name and cause the form to be duly
signed by your representative as registered with the Steering Committee on behalf of your
team. The signed forms must be submitted to the reception at ＃2-205 on 19th and 20th
respectively.
https://drive.google.com/file/d/1Oc7Hc7FXbX5b7BLKpzlk4aT7PrR0ZstU/view?usp= shar
ing
２．集合時間・入構時間/ Meeting Time, Entry to Campus
19 日は 12 時 15 分までにレッド社、ブルー社の控室にお集まりください。週末は正門しか
開いていません。なお、代表者の方は、来校時に受付（2-205）にお立ちより下さ い。受
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付で、対戦室・審査員の一覧表を配布します。また、1 の宣誓書を提出してください。
大学構内への入構は、以下の時間帯以降にしてください。
19 日：11 時半
20 日：11 時
なお、20 日は学内で検定試験が実施されています。本コンペティションで利用する 6 号
館・11 号館（5 階以下）
・2 号館 2 階の受付エリア以外に立ち入ったり、屋外（正門から建
物に至るルートや建物間の移動時）で大きな声で会話したりする等、検定試験の 妨げとな
る行為は厳に慎んでください。そのような行為が見られた場合には、運営委員会 として厳
正に対処します。
Please arrive at the Lounge of Red or Blue by 12:15 p.m. on the 19th. On weekend, only the
main gate will be open. The representative of each university should come to the reception
desk (2-205) before that time. A list of match rooms and judges will be provided at the
reception desk. Also, please submit the declaration and commitment form.
Please refrain from entering into the campus before the following time.
19th: 11:30 a.m.
20th: 11:00 a.m.
Please note that examinations will be held on campus on the 20th. Please strictly refrain from
entering areas other than Buildings No. 6, No. 11 and the 2nd floor of Building No. 2, which
are used for this competition; and please refrain from loud conversations outside (on the route
from the main gate to the buildings or when moving between buildings) and other activities
that might disturb the examinations. If such behavior is observed, the Steering Committee
will take strict measures to deal with it.
３．ハイブリッド対戦室 (Hybrid Matches)
現状、ハイブリッド対戦が予定されているのは以下の対戦室です。以下の対戦室 について
は、審査員のうち 1 名または 2 名がオンラインで参加の予定です。ハイブリッド対戦室の
YouTube 情報は、明日、関係する大学に通知する予定です。
＜ラウンド A＞
日本語３，６，１０
英語１，２，５
＜ラウンド B＞
日本語５，１１，１２
英語３，４，６，８
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Currently, the following match rooms are scheduled to be hybrid match rooms. For the
following rooms, one or two of the judges are scheduled to participate online. The YouTube
information for the hybrid match rooms will be notified to the relevant universities tomorrow.
<Round A
Japanese 3, 6, 10
English 1,2,5
<Round B
Japanese 5, 11, 12
English 3, 4, 6, 8
４．WiFi
学内では Eduroam が利用可能です。また、大会当日に代表者の方に受付でお渡しする対戦
室表に、臨時に上智大学の WiFi にアクセスするための ID と PW を記載しています。
Eduroam is available on campus. The ID and PW for temporary access to Sophia WiFi are
listed on the competition room table that will be handed out to the representatives at the
registration desk on the day of the competition.
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