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ボランティアの皆様へ 

 

 今回は、ビギナーズトライアスロン in日産スタジアムの運営ボランティアへのお申し込みいただきまして

誠にありがとうございます。心から御礼申し上げます。 

 大会を支え続けて下さるボランティアの皆様のお力は非常に心強いものであり、また大会には欠かせない

ものとなっております。重ねて御礼申し上げます。 

 配置個所については、別紙をご参照下さい。 

 業務内容の詳細は、大会当日にご案内いたします。各責任者の説明を受けていただきますよう御願いいた

します。 

 雨が降る可能性、また炎天下での業務となる可能性もございます、雨具、日よけなど、天候に合わせての

ご用意を御願いします。そしてなによりも皆様のご健康にご留意下さい。 

 

大会当日の緊急連絡先 

０９０－７２１６－３５２８（加藤） 

 

 トライアスロン大会は、基本的に雨天決行です。ただし、台風など荒天の場合は中止・競技内容が変更と

なります。判断が難しい時には、上記の電話までお問い合わせ下さい。 

 

第６回 ビギナーズトライアスロンin日産スタジアム 

開催日 2018年7月22日（日） 

 

開催地 神奈川県横浜市日産スタジアムとその周辺施設 

 

競技距離 一般・高校生の部(高校生以上)：スイム150m／バイク10km／ラン4.5km 

中学生の部(中学生) ：スイム150m／バイク10km／ラン3.0km 

キッズの部(小学4～6年生)：スイム100m／バイク5km／ラン1.5km 

キッズの部(小学1～3年生)：スイム50m／バイク3km／ラン1.5km 

ちびっこファミリー: バイク100m／ラン50m 

 

ビギナーズトライアスロンin日産スタジアム 事務局 

〒359-1112 埼玉県所沢市泉町906-35 

m-tel : 090-7216-3528 FAX : 04-2926-1831 

Email : pi7m-ktu@asahi-net.or.jp 

URL: http://www.ne.jp/asahi/shake/hand/page039.html 

 

主 催 ビギナーズトライアスロンin日産スタジアム実行委員会  

主 管 神奈川県トライアスロン連合（ＫＴＵ） 

参加費   ・ちびっこファミリー(未就学児) \2,000（ランチ付き） 

         ・キッズの部(小学1年～3年、小学4年～6年)\4,000（ランチ付き） 

・中学生の部(中学生)\5,000（ランチ付き） 

・高校生の部 \5,000（ランチ付き） 

・一般の部 \11,500（ランチ付き） 

当日ｽｹｼﾞｭｰﾙ 選手受付8:00～8:45 ちびっこファミリー9:15~ ｷｯｽﾞ9:30~ 中学生10:00~  表彰式11:30~ 

一般・高校生11:00~  表彰式13:00~  

●交通機関 

自動車での来場方法(駐車場について) 

自動車を利用の場合「第三京浜道路」の「港北」インターチェンジから、横浜元石川線を東(新横浜駅方面)

へ進んでください。「新横浜公園」交差点を右折し 50ｍほど直進しますとスタッフ専用駐車場(『管理事務

所入口』の大きな看板が見えます)入り口があります。ここからお入りください。駐車場案内スタッフがいま

すので『駐車証』をお受け取りになり、指示に従い駐車場(S-3)まで移動してください。事前の車両届が必要

になりますので自動車で来られる予定の方は必ず同封致します申請書のご提出(7/21 必着 FAX 若しくは郵送

等で)をお願いたします。 
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新横浜駅方面から来られる方は同様に｢新横浜公園｣交差点を左折しご入場ください。 

事前登録頂いていない車両は同公園内有料駐車場をご利用ください。 

 

 

鉄道、バスなど利用の場合 

最寄り駅は、ＪＲの新横浜駅、小机駅です。各所に案内看板がありますのでそれに従ってご来場ください。 

ご不明の場合は詳細地図お送りいたしますのでお知らせください。 

 

お知らせとお願い 

※当日集合時間について（７時） 前日の準備にご参加いただける方は、この頁の下をご覧ください。 

 皆様には、７時の集合でお願いいたします。朝早くからの活動となりますが、なにとぞ､ご協力のほど、お

願いいたします。 

  

※ゴミ分別とマナーの徹底 

 大会会場では、大量のゴミがでます。ゴミ減量のため、各自での持ち帰りを原則とします。 

 やむをえず会場でゴミを捨てる場合は、燃えるゴミ、燃えないゴミ、ビン・カン、ペットボトル、ペット

ボテルキャップの５種類の分別をお願いします。ゴミの分別、トイレをはじめとする各施設の利用はマナー

よく行って下さい。 

 

7月 22日（日）大会当日の流れ 

・ボランティア受付は「日産スタジアム 西ゲート広場」の大会本部テント（選手受付を兼ねます）で行い

ます。集合時間は７時となります。 

・ボランティア受付では、担当部署責任者からお願いする業務内容について説明をさせていただきます。名

簿チェックを受け、スタッフＴシャツ、交通費、「食券(お弁当引き換え券)」をお受け取り下さい。 

・配置位置までの移動は、各自徒歩で行っていただくことが基本となります。 

・緊急連絡は、近くの審判員等に知らせて下さい。 

・移動していくつかの持ち場を兼ねていただく方もいらっしゃいますので、移動は迅速に行って下さい。 

・万が一具合が悪くなるなどした場合は、本部に連絡を取り交代要員を要請して下さい。大会本部には、医

師、看護師が常駐しています。 

・トイレは、同スタジアム内の｢医科学センター内トイレ」「東ゲート広場屋外トイレ」「西ゲート広場屋外

トイレ」をご利用ください。 

・各地点での業務が終了したら、その地点の片づけをお願いいたします。机や椅子があれば畳んでおいて下

さい。また各種資材も一カ所にまとめてください。 

・万が一に備え、傷害保険に加入しています。事故等が発生した場合やけがをされたときは、速やかに大会

本部までご連絡下さい。 

・当日の終了（解散）は、各セクションによって異なります。担当より指示を受けて頂きますが、基本的に

は流れ解散になります。 

 

7月 21日（土）大会前日の流れ 

・ 13:00 に「日産スタジアム 西ゲート広場」にお集まりください。駐車場利用につきましては大会当日と

同様『S-3駐車場』です。事前申請が必要です。 

・ 事前準備として『選手配布物袋詰め』『会場設営』（バイクラック組立、テント組立など）等お願い致し

ます。 

・ 終了時刻は 17 時を予定いたしております。 

・ 前日昼食のご提供はありませんので、ご了承ください。 
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大会スケジュール(予定) 

       8:00～8:45：選手受付 

  8:45  開会式（～9:00) 

    9:00   ちびっこファミリーの部召集開始 

   9:15   ちびっこファミリーの部競技開始 

 9:00   低学年(1～3年召集) 受付テント脇の｢召集テント」集合 

  9:30  低学年(1～3年)競技開始 

  9:15   高学年(4～6年召集) 受付テント脇の｢召集テント」集合 

 9:45  高学年(4～6年)競技開始 

 9:45   中学生(召集) 受付テント脇の｢召集テント」集合 

10:00 中学生 競技開始 

10:45  高校生・一般(召集) 受付テント脇の｢召集テント」集合 

10:50~11:00 トランジッションエリア一時解放(小・中学生の皆さんのバイク等ピックアップ) 

11:00  高校生・一般 競技開始 

11:30  低学年・高学年・中学生表彰式 

12:35   競技終了 

13:00  表彰式・閉会式 

■総務部 杉浦  

□受付→召集                    ２名 

  ・８：００～８：４５   選手受付 

  ・９：００～１１：００  召集(参加者の確認とスタトー地点への誘導) 

□受付→エイド                    １２名 

  ・８：００～８：４５   選手受付 

  ・９：２０～１２：３５  Ｆエイド 若しくはラン周回エイド&医科学センター一般入場者誘導 

□受付→Ｆテープ・アンクルバンド回収          ２名 

  ・８：００～８：４５   選手受付 

  ・９：２０～１２：３５  Ｆテープ・アンクルバンド回収 

□受付→バイク誘導                  １０名 

  ・８：００～８：４５   選手受付 

  ・９：３０～１２：０３  バイクコース誘導 

□受付→ラン誘導                    １３名 

  ・８：００～８：４５   選手受付 

・９：３０～１２：３５  ランコース誘導 

□受付→計測補助、チップ回収                    名 

  ・８：００～８：４５   選手受付 

  ・９：３０～１２：３５  計測補助         

           

■広報部  (フィニッシュ部 ) 

□撮影許可受                      １名 

  ・８：００~１１：００ 受付にて撮影許可の受付 

■救護部  

□本部救護待機／フィニッシュエイド補助      看護師２名(阿部、高崎) 

  ・８：００～１２：３５ 医療関係者の補助 

■召集部                    ２名 召集①~② 

  ・８：００～８：４５   選手受付 

  ・９：００～１１：００  召集(参加者の確認とスタート地点への誘導) 

■スイム部  

□スイム監視及びアンクルバンド配布          ２名 ｽｲﾑ①~② 審判２名 

  ・８：００～９：１５   会場準備 

  ・９：３０～１１：００    

□参加賞タオル渡し(アンクルバンド配布支援)      ２名 ｽｲﾑ③~⑥ 

  ・８：００～９：１５   会場準備                
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  ・９：３０～１１：２３    

□出口への誘導                    １名 ｽｲﾑ⑦ 

  ・８：００～９：１５   会場準備                  

  ・９：３０～１１：３０    

□一般来場者と応援者の誘導              ７名 ｽｲﾑ⑧~⑭ 

  ・８：００～９：１５   会場準備                  

  ・９：３０～１１：３０ 

■バイク部  

□バイク誘導（すべて受付業務のあと移動）       １０名 ﾊﾞｲｸ①~⑩ 審判２名 

  ・８：００～８：４５   選手受付 

  ・９：３０～１２：０３ バイク誘導 

周回チェック 一般・高校生・中学生１０周 高学年５周 低学年３周(ｱﾝｸﾙﾊﾞﾝﾄﾞによる周回チェック) 

■ラン部  

□ラン誘導（すべて受付業務のあと移動）        １３名 ラン①~⑯ 審判２名 

  ･８：００~８：４５   選手受付 

  ・９：３０～１２：３５ ラン誘導 

周回確認のための一般・高校生(３本)、中学生(２本)、小学生は無し『輪ゴム渡し』とコース誘導 

 ラン⑪~⑫ 

■トランジション部  

□トランジッションエリア近辺の選手誘導         ７名 審判３名 

・８：００～９：１５   会場準備 

・９：３０～１１：３３   

  トレイ置き場にシューズ、サンダルを置いてもらうよう指示  TA①~③ 

  （選手導線の施設内に水滴、汚れ等見つけた場合は｢モップ（主催者準備）」で拭き掃除もお願いします。） 

  トレイ置き場⇔TA 移動選手とラン選手の交差場所の安全誘導 TA④~⑥ 

  移動導線内の誘導(計測しないところ)            TA⑦~⑨ 

■エイドステーション部                 １２名 

□ラン周回エイドでの飲料(紙コップ)渡し             ｴｲﾄﾞ①~④ 

・８：００～８：４５   選手受付 

・９：３０～１２：３５  ランエイド 

□ラン周回選手&医科学センター一般入場者の交差場所の安全誘導  ｴｲﾄﾞ⑤~⑧ 

・８：００～８：４５   選手受付 

・９：３０～１２：３０  ランエイド 

□フィニッシュエイドでの飲料渡し                ｴｲﾄﾞ⑨~⑪ 

・８：００～８：４５   選手受付 

・９：４９～１２：３５  ランエイド 

□スタジアム出入り口での水(コップ)渡し             ｴｲﾄﾞ⑫~⑭ 

・８：００～８：４５   選手受付 

・９：４３～１２：３０  ランエイド 

■Ｆテープ・アンクルバンド回収 

□フィニッシュ地点でのアンクルバンドの回収と F テープ   ２名 ﾌｨﾆｯｼｭ①~④ 審判１名 

・８：００～８：４５   選手受付     

・９：４９～１２：３５  Ｆテープ・アンクルバンド回収 

■計測部                                      ２名 計測①~② 審判１名 

□ ネオシステム計測補助 フィニッシュ計測地点 

・ バイクスタート、バイク周回、ランスタート地点 

・８：００～８：４５   選手受付 

・９：３０～１２：３５  ネオシステムさん補助 

各部門のリーダ(大会実行委員、審判員)は変更になる事もございますので大会当日の朝のミーティングでのご

確認をお願い致します。 


