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体制 

 

1. TO・ボランティア一覧 

 

チーフ TO／サブチーフ TO一覧 

名前 ポジション 役割 連絡先 

陣川 学士 チーフ 全体統括、ボランティアお迎え 090-2527-1231 

海野 浩 サブチーフ 

モーターバ

イク(B1) 

バイク（モーターバイク）サブチーフ 

B1統括 

 

小金澤 光司 モーターバ

イク(B2,B3) 

バイク（モーターバイク） 

B2、B3統括 

 

 

TO一覧および担当エリア 

名前 ポジション 担当・役割 備考 

元嶋 直子 B1(乗降車) エリート LAPボード、バイク乗降車  

三井 はるみ B1(乗降車) エリート LAPボード、バイク乗降車  

鶴見 耕市 B1(WS) エリートWS（バイク乗降車）  

丹 三枝子 B2 バイク定点 自転車持参推奨 

青柳 雅一 B3 バイク定点 自転車持参推奨 

 

※B1（乗降車） ： エリートレース時、TR1 より 2名支援 

 

ボランティア一覧および担当エリア 

ポイント名 人数 担当・役割 指揮担当 TO 

 3 危険個所での選手誘導 

体調不良・リタイア選手発生時の確認と審判へ

の連絡 

設営・片づけの支援 

チーフ 
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会場・コース 

1. スタッフ配置図／コース設営図 
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業務詳細・留意事項 

 

1. 共通事項 

 バイク全体に関連する事項については、「競技運営マニュアル」の「審判団の担当業務 『４．バイ

ク』 」 を参照してください。 

 コース設営・片づけ 

 会場設営図に従ってバイク担当審判にて設営を行います。ボランティアに作業してもらう場合

には機材の位置を明確に指示してください。 

 コース設営（コーン配置）は、スムーズなバイク走行ができるように配慮してください。自らバイ

クで試走し確認することが望ましいです。 

 競技開始前にコース路面状況の確認お願いします。竹ぼうき等でガラス片やごみの清掃、ま

た危険個所はコーン/テープ等で養生し注意促してください。 

 バイクコース上に障害物（駐車車両等）がある場合は、コーンやバーを使って障害物と接触

／衝突しないよう誘導するコース設営をお願いします。 

 担当ブロックの準備を最優先で実施してください。準備の遅れているブロックがあった場合

は、協力して早期に完了するよう対応してください。 

 交通規制開始は 8:30になります。警備員は 6:30 までには配置される予定です。交通規制

中は車の出入りは基本的にはありません。緊急車両など、車両の出入りが必要な場合は、清

和海運の角（警備員６番の道。「警備員配置」参照）を使用します。 

 バイク終了後に後片付けまでお願いします。 

 業務担当 

 注意・警告等に該当するルール違反選手については、【レースナンバー】【時間】【場所】を記

録してください 

 バイクコース上には、ペナルティ BOXはありません。（ランコース上に用意あり）  

 ドラフティングについては、「競技運営マニュアル」の「審判団の担当業務 『４．バイク』 」 を

参照してください 

 リタイアの対応：【レースナンバー】【氏名】を確認しアンクルバンドを回収。各パートチーフより

大会本部に無線か携帯で報告しアンクルバンドを返却してください。 

 休憩や昼食は、競技の合間を縫って適宜交代で取るようにしてください。  

 ボランティアに任せられることは極力任せて、審判員は担当ブロック内を適宜巡回し競技に

支障の出ないよう留意してください。  

 ボランティアには、競技スケジュールを教えて役割を明確に指示し行動させてください。大き
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な声を出して選手の誘導や観客のコントロール等を積極的に担当させてください。もし、指示

通り行動しない場合は注意し、それでも改善しない場合はチーフやサブチーフに連絡してく

ださい。 

 

2. 業務別詳細および留意点 

■各ブロック別の審判員とボランティアの配置は、｢スタッフ配置図｣の通りです。 ブロック単位に審判

員はボランティアと協力して競技に支障の出ないよう責任を持って、安全を最優 先にしてコースの維

持管理をしてください 

 

業務・ポイント名  業務詳細・留意事項  

チーフ ＜事前準備＞ 

・各エリアの設営状況を確認し、遅れているところがあればフォローをお願いし

ます。 

・警備員の配置状況を確認し、車両誘導などの打合せを行ってください。 

・ボランティアを本部で迎え、業務内容の確認を行ってください。 

＜レース(エイジ・エリート)＞ 

・各担当者の状況を確認しながら、レースの進行状況を確認してください。 

＜その他＞ 

・終了後の撤収の支援、状況の確認をお願いします。 

モーターバイク

(B1) 

＜事前準備＞ 

・ゾーン１の準備の統括をお願いします。 

・バイク試走前に選手がバイクコースに入らないように誘導をお願いします。 

＜レース(エイジ)＞ 

・カテゴリーごとの先導をお願います（ラップ表示はありませんので、周回数に

は注意をお願いします） 

＜レース(エリート)＞ 

・先導をお願います。B1（乗降車）付近で、ラップ表示（残周回数）を行います

ので、それに従い先導をお願いします。 

※先導、最後尾の運用は、モーターバイク担当者間で調整をお願いします。 

＜その他＞ 

・終了後の撤収の支援、状況の確認をお願いします。 

・緊急車両が通行する状況となった場合、誘導をお願いします。 

モーターバイク

(B2、B3) 

＜事前準備＞ 

・ゾーン２、ゾーン３の準備の統括をお願いします。準備人数が足りないときは、

チーフまで連絡をお願いします。準備ができ次第、チーフまで連絡をお願いし

ます。 

＜レース(エイジ)＞ 

・バイクコース全体を周回し、体調不良・リタイア選手の確認をお願いします。 
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・ドラフティング違反チェックをお願いします。悪質なドラフティング違反者につ

いては、レース NOを控えてください。 

・定点 TO、ボランティアの様子を伺いながら、適宜休憩を促してください。 

・エイジ２ウェーブのバイクコースクリアを以てエリートがスタート。12:40（「レース

想定スケジュールグラフ」参照）を以てバイクカットオフし、コースに残っている

選手は第 2 ランへ移行させてください（DNQ扱い）。最後尾の追い上げでコー

スクリア確認後、競技本部に連絡してください。 

＜レース(エリート)＞ 

・カテゴリーごとの最後尾の追走をお願いします。ラップされた選手がいました

ら、安全な場所でカットオフの上、競技本部へ連絡をお願いします。 

※先導、最後尾の運用は、モーターバイク担当者間で調整をお願いします。 

＜その他＞ 

・終了後の撤収の支援、状況の確認をお願いします。 

・緊急車両が通行する状況となった場合、誘導をお願いします。 

B1(乗降車) ＜事前準備＞ 

・ゾーン１（乗降車ライン、折り返し２）の設営をお願いします。 

・モーターバイク(B1)担当と共に、バイク試走の制御をお願いします。（試走開

始時間、終了時間の順守） 

・バイク試走の制御が難しい場合は、MCから通知してもらいます。 

＜レース(エイジ)＞ 

・乗降車ラインのチェックをお願いします。乗車ライン直後は、転倒注意を促し

てください。降車ラインのだいぶ前から、降車を促してください。（違反しないよ

うな工夫をしてください） 

・もし違反者がいた場合は、一旦静止させ、注意をしたうえで競技を続行させて

ください。 

・ラップボードの運用は行いません。 

＜レース(エリート)＞ 

・乗降車ラインのチェックをお願いします。1名は、旗を持ち、乗降車ラインをさ

すオペレーションをお願いします。 

・乗降車ラインの斜め前方から、違反者の状況が分かるように、スマートフォンも

しくはタブレット等で、動画の撮影をお願いします。違反者がいた場合は、即時

再生、HRの確認／判断を以てペナルティを確定します。 

・ラップボードの運用をお願いします。降車ライン付近で、「残り周回数」のボー

ドを掲げてください。先導バイクを確認し、周回のラップタイム、周回数の記録を

取りながら、運用をお願いします。 

＜その他＞ 

・終了後の撤収、状況の確認をお願いします。 

B1(WS) ＜事前準備＞ 

・選手から預かったホイールを、ホイールラックに収めてください。 
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・レース NOで分かるように、整理をお願いします。 

＜レース(エイジ)＞ 

・B1（乗降車）の支援をお願いします。業務詳細については「B1（乗降車）」を参

照ください。 

＜レース(エリート)＞ 

・選手から要請があった場合、預かったホイールの受け渡しをお願いします。 

・レース中にあずかったホイールの管理をお願いします（レース NO） 

＜その他＞ 

・終了後、ホイール返却の対応をお願いします。選手のレース NO と確認をお

願いします。 

B2、B3 ＜事前準備＞ 

・モーターバイク(B2、B3)、ボランティアと共に、ゾーン２、ゾーン３のコース設

営をお願いします。 

・コース設営状況は、モーターバイク(B2、B3)と共有してください。 

＜レース(エイジ・エリート)＞ 

・コース上で、アクシデントがあった場合は、モーターバイク(B2、B3)と共に対

応を行ってください。 

＜その他＞ 

・終了後の撤収、状況の確認をお願いします。 

 

 

3. 救護を要する選手の対応 

■競技運営マニュアルに準じる 

 

4. 制限時刻対応 

■エイジ：12:40以降は第 2 ランへ移行。（DNQ） 

■エリート：ラップされた選手はカットオフ。 

 


