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CTO チーフ・テクニカル・オフィシャル（部門のチーフ審判員） 

SCTO サブチーフ・テクニカル・オフィシャル（部門のサブチーフ審判員） 

MD メディカル 
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体制 

 

1. TO一覧 

 

（1）TO一覧および役割 

名前 ポジション 担当 連絡先 

吉村 慶太郎 チーフ 全体統括 

8時と 9時のトイレ清掃 

０９０−６５６０−０６７８ 

猪俣 位 サブチーフ フィニッシュエリア内選手誘導  

高水 徹 サブチーフ フィニッシュライン（着順判定）  

市来 竜哉  マスク・水の配布  

松本 明子  フィニッシュライン（フィニッシュ前） 

8時と 9時のトイレ清掃 

 

宇治橋 裕俊  受付サポート 

フィニッシュエリア内選手誘導 

 

加藤 敏弘  受付サポート 

マスク・水の配布 

 

瀧内 理佐  受付サポート 

横断路管理（10:00〜13:00頃） 

マスク・水の配布 

10時以降 1時間に 1度のトイレ清掃 

 

石井 啓礼  受付サポート 

横断路管理（10:00〜13:00頃） 

フィニッシュエリア内選手誘導 

10時以降 1時間に 1度のトイレ清掃 

 

 

主な担当を上記に記載しましたが、フィニッシュエリア（周辺を含む）の状況を見なが

ら、対応をお願いします。 
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（2）担当と主な役割 

担当 主な役割 

A． レース前  

(a) フィニッシュエリア設営 フィニッシュエリアの設営 

(b) 受付サポート 大会本部で選手受付をサポート 

B． レース中  

(a) 全体統括 フィニッシュエリア、その周辺を統括管理。 

ほかの TOの食事休憩の際に、サポートに入る。 

(b) フィニッシュライン フィニッシュ前で選手誘導 

着順判定 

(c) フィニッシュエリア内選手

誘導 

アンクルバンド回収ボックスの管理 

フィニッシュエリア内選手誘導 

応援者コントロール 

ゴミ箱の管理 

(d) マスク・水の配布 配布するマスク・水（ペットボトル）の管理 

テーブルにマスク・水（ペットボトル）を設置 

(e) トイレ清掃 1時間ごとのトイレ清掃（清掃時チーフがサポート） 

(f) 横断路管理 「一般の部（高校生以上）」のランコースの横断路の管理

（10:00〜13:00頃） 
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会場・コース 

 

1. フィニッシュ周辺エリアの解説 

フィニッシュ前

エリア 

ラン競技の終盤からフィニッシュライン（記録計測ライン）に至るビクトリーロード。 

フィニッシュエリ

ア 

以下の「フィニッシュライン」「純フィニッシュエリア」「フィニッシュ後エリア」とす

る。 

関係者以外立入禁止。 

フィニッシュライ

ン 

フィニッシュラインは、1本の線で示す。 

（本大会では、COVID-19感染対策として、フィニッシュテープは使用しない。） 

フィニッシュであることを明示したバナーが掲出される構築物を含んだエリア。 

純フィニッシュ

エリア 

フィニッシュ後に選手が走り込む場所で、フィニッシュラインから概ね 10m 程度

の四角形のエリア。 

フィニッシュ後

エリア 

競技を終えた選手達のリカバリーや安全、記録の確保を確実に実施するための

エリア。 

記録の保護のためにアンクルバンド（タイミングチップ）を回収し、水（ペットボト

ル）とマスクを渡す。 

 

2. フィニッシュエリア略図 

 
 

※ レイアウトは、当日に現場で最終確定する。 
 

  

選手の動線 

フィニッシュ前エリア 

フィニッシュライン 

純フィニッシュエリア 

アンクルバンド回収 

消毒・水・マスク 

フィニッシュ後エリア 

横断路 
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業務詳細・留意事項 

 

1. 共通事項 

 

（１） TO集合時間・場所 

■大会前日10月3日（土） 

・時間：12:00（役員、TD、HR、各チーフ、各サブチーフ、一部メンバー） 

・場所：大会本部 

■大会当日10月4日（日） 

・時間：5:30（役員、TD、HR、各チーフ、各サブチーフ） 

：6:00（TO）、事前に連絡したTOは6:30 

・場所：大会本部 

 

・TOの大会当日集合は、パートごとに集合（チーフが招集する）。 

・体温を測定し、健康チェックシートを提出する。 

・遅れる場合の連絡先は、大会本部または技術代表へ連絡。 

（電話番号は、「競技運営マニュアル【TO用】」参照） 

 

（２） 情報連絡ルートおよび事故発生時対応 

• 事故、障害、トラブル等が発生した場合は、発生場所を担当するＴＯは、後続の選⼿の安全第

⼀に、競技が⼤きな⽀障なく続⾏できることを優先して緊急対応する。 

• 緊急対応後速やかに、｢発⽣場所・時間｣、｢けが⼈の状態｣、｢レースナンバー｣、｢⼈数｣、｢対

処内容｣等を簡潔に、無線保有のＣＴＯ、もしくはＳＣＴＯに報告する。 

• ＣＴＯ、もしくはＳＣＴＯは、状況把握をし、大会本部へ報告する。 

 

（３） リタイア時・救護時対応 

• 競技コース上で本人からのリタイア申出は、意思を確認後、次の対応をおこなう。 

• 競技の邪魔にならないようコースの端かコース外に選手を移動させて、アンクルバンドを取り外

し、受け取る。 

• アンクルバンドを受け取ったＴＯはＣＴＯに渡し、ＣＴＯまたは無線保有者はレースナンバー、

時間、理由等を、大会本部に連絡する。 

• 体調不良選手については、アンクルバンドを外した後、近くのメディカルへ案内し、適切な処

置を受けてもらうように支援する。 

 

（４） エリア管理 

• フィニッシュエリアには、競技選手および関係者以外は立入禁止とする（特にキッズの家族等

の立入りに注意）。 
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2. 業務別詳細および留意点 

 

（１） フィニッシュ前エリア 

 

① コース内整備と案内板設置 

・ フィニッシュエリア周辺を事前に視察し、危険箇所の確認や必要機器が適切に配置されて

いるかを確認し、競技が支障なく遂行できるようにする。 

・ フィニッシュ前エリアには、注意を喚起するために案内板を設置する。 

・ ｢周回不足確認｣｢注意事項｣等、選手が分かりやすい表現記述する。 

② 同伴フィニッシュ・意図的な同着の禁止 

・ 本大会では、家族、チーム等の同伴フィニッシュは禁止とする。 

・ 競技者同士による意図的な同着は禁止とする。 

③ フィニッシュ前エリアでの注意喚起 

COVID-19感染対策のため、以下の注意喚起は、極力声を出さずジャスチャーで促す。 

・ ファスナーを下げている選手の注意を行う。「ファスナーを上げてください」 

・ サングラスをはずすよう喚起する。「サングラスを外してください」 

・ レースナンバーは前から見える位置にするよう喚起する。「レースナンバーを前へ」 

・ 周回確認は選手の自己確認である。問い合わせを受けた際は規定周回数を答える。 

・ フィニッシュ前エリア担当のTOは、選手の競技に支障のない場所で実施する。 

 

（２） フィニッシュライン 

 

① 着順の記録 

・ フィニッシュライン担当TOは、フィニッシュラインのそばで肉眼での着順判定を行う。 

・ フィニッシュライン担当TOは、必要に応じて、計測業者の記録とも照合し、選手の競技記録

(着順、タイム)を確実なものとする。 

・ 記録は計測業者によって管理されており、タイミングチップによる記録が記録計測と着順判

定に優先的に使用される。着順判定は、表彰対象選手を表彰式までにすみやかに確定す

るために必要な行動であり、テクニカルオフィシャルの着順判定が第一義に記録に反映さ

れるものではない。 

② フィニッシュテープの取り扱い 

・ 本大会では、選手権を含む全てのカテゴリーにおいて、COVID-19感染対策のため、フィ

ニッシュテープは使用しない。 

 

（３） 純フィニッシュエリア 

 

① フィニッシュ後の選手の誘導 

・ フィニッシュ後は、速やかに選手に純フィニッシュエリアから退出させ、フィニッシュ後エリア

へ誘導する。 
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（４） フィニッシュ後エリア 

 

① アンクルバンドの回収 

・ アンクルバンド回収エリアでは、選手が自らアンクルバンドを取り外して回収ボックスに入れ

る。 

・ COVID-19感染対策として、椅子は設置しない。 

ただし、体調不良や疲労などにより立てない選手のために、フィニッシュエリアに椅子を用

意しておく（机の下などに備え置いておく）。 

 

② 消毒用エタノール・水・マスクの配置 

・ フィニッシュエリアに消毒用エタノールを配置し、選手・TOの手指の消毒実施を徹底する。 

・ TOは、水（未開封のペットボトル）と袋入りマスクをテーブルに配置し、選手が自らピックアッ

プする。 

・ TOは、選手が水・マスクをピックアップする前に、手指を消毒するように声掛けする。 

・ 担当するTOは、使い捨て手袋・フェイスシールドを着用する。 

・ 手渡しする際には、選手とTOが直接接触しないよう十分に注意して対応する。 

 

（５） 横断路エリア 

 

① 横断路管理（対象の横断路 ： 大会本部近くのトイレ横） 

・ 「一般の部」のランコースの横断路をコントロールする（10:00〜13:00頃）。 

 

② トイレ清掃（対象のトイレ ： 大会本部近くのトイレ） 

・ COVID-19感染対策として、定時(1時間に1度)に、COVID-19対策委員より消毒の指示を

無線にてCTOが連絡を受け、CTOが担当TOに指示をして清掃を実施する。 

・ 担当TOは使い捨て手袋を着用し、トイレ使用者が触れる箇所を、1時間に1回定期的に消

毒用エタノールで清拭する。 

・ 清拭箇所は、手洗い場の水道栓、回転式ドア鍵。 

・ トイレ配置備品の状況を確認する。消費されて無くなっている場合は、大会本部から補充

する。 

＜トイレ配置備品＞ 

トイレ入口 ： 消毒用エタノール 

手洗い場所 ： 石けん、手拭きペーパー、蓋付きのゴミ箱 

・ 男性用トイレは男性TO、女性用トイレは女性TOが清掃する。 
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3. タイムライン・業務内容 

 

 

■TO とボランティアの配置は、｢体制｣の通りとする。TOは、競技に支障の出ないよう責任を持って、

安全最優先にフィニッシュエリアを維持管理する。 

 

タイムライン・業務内容 業務詳細・留意事項 

(1) 集合・TO ミーティング  

A. CTO集合 5：30大会本部前 

B. TO集合 6：00大会本部前 

C. TO ミーティング エリアごとに実施 

・フィニッシュエリア担当 TOの打合せ 

・担当分担、業務内容確認、タイムスケジュール、食事・トイレ休

憩、メディカルの場所の確認 

(2) 会場設営 会場設営時間 6：15〜7：30 

A. フィニッシュエリア ・カラーコーン、コーンバーの設置 

・コーンバーが不足する場合は、カラーコーン間をビニールテー

プ（または CAUTIONテープ）でフィニッシュエリアを区分け 

・案内板（「周回確認」など）の設置 

・選手の動線にあわせた矢印表示 

B. 純フィニッシュエリア ・フィニッシュ後に選手が走り込む四角形のエリアを設置 

・公式写真撮影者の場所の確保 

C. アンクルバンド回収場所 ・アンクルバンド回収ボックスの設置 

（感染防止のため、椅子は設置しない） 

D. 水・マスク配布場所の設営 ・机の準備 

・机に消毒用エタノールを設置 

・マスク・水（ペットボトル）の準備 

・マスク着用後に不要となった袋を捨てるゴミ箱を設置 

E. 横断路の設営 ・「一般の部」のランコース設営と同時 

F. 出店ブース搬入時対応 ・出店ブースが搬入する際のフィニッシュエリア周辺のコントロー

ル（出店ブースは、7:30までに搬入予定） 

(3) レース中  

A. 選手に対する注意喚起 ・同伴フィニッシュは禁止。 

・選手自身による周回確認 

カテゴリー ラン周回 

キッズ（低学年、高学年） １周 

ジュニア（中学生） ２周 

一般の部（高校生以上） ３周 

選手権 ５周 

＜以下の注意喚起は、極力声を出さずジャスチャーで促す＞ 

・前ファスナーは閉める。 

・サングラスは外す。 

・レースナンバーは前面に（ナンバーが見えるように）。 
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B. 着順の記録 ・着順は、計測チップがフィニッシュライン上に達した瞬間とする。 

・複数の競技者が同時にフィニッシュする場合は、フィニッシュ

TOが判定を行う。 

※ 競技者の胴体の一部がフィニッシュラインを通過した瞬間

を判定する。 

・計測チップによる記録が記録計測と着順判定に優先的に使用

されるが、表彰対象選手を表彰式までにすみやかに確定するた

めに記録する。 

・フィニッシュゲートを通過した順に、レースナンバーとおおよその

時間を記録用紙に記載する。 

・カテゴリーごとの上位選手は、着順を記録する。 

C. 選手誘導 ・フィニッシュ後は、速やかに選手をフィニッシュエリアから退出さ

せ、アンクルバンド回収場所へ誘導する。 

・選手が滞留しないように、ＴＯがコントロールする。 

D. 水・マスクの配布 ・机に水（ペットボトル）・マスクを配置（補充）する。 

・机の上が乱雑となっていないか、管理する。 

・タイミングをみて、机上を消毒用エタノールで消毒する。 

・担当TOは、使い捨て手袋・フェイスシールドを着用する。 

・手渡しする際には、選手とTOが直接接触しないよう十分に注意

して対応する。 

E. フィニッシュエリアの管理 ・アンクルバンド回収ボックス周辺の管理 

（回収ボックス用カゴは大会本部から補充（選手配布物を入れて

いたカゴを使用）、不要となった輪ゴムはゴミとして処分） 

・消毒用エタノールの管理 

（タイミングをみて、消毒用エタノールが切れていないか確認す

る。また、机上を消毒用エタノールで消毒する。） 

・フィニッシュエリア内のゴミの管理 

（マスク配布周辺のゴミ箱の管理、マスクの袋が散乱していない

か） 

・応援者のコントロール 

F. 横断路の管理 

（10:00〜13:00頃） 
・横断者のコントロール 

・トイレ清掃（具体的な業務内容は「2.業務別詳細および留意点」

参照） 

(4) 競技終了後  

A．撤収作業 撤収作業を実施。 

 

 

 



2020 川崎港トライアスロン in 東扇島  オペレーションマニュアル【フィニッシュ】 

 

 11 / 13   

 

4. 救護を要する選手の対応 

■競技運営マニュアルに準じる 

 

5. 制限時刻対応 

■最後尾付近の選手で、審判長が適宜判断する。（基本的にはできるだけ完走してもらう） 

 

6. 参考情報 

■競技カテゴリ、レースナンバー、スタート・終了時間 

競技カテゴリ レースナンバー スタート – 終了予定時間 

（トップ選手フィニッシュ予定時間） 

キッズ 低学年（小学１-３年） 1〜42 
8:50 〜 9:11 

（トップ フィニッシュ予定 8：58） 

キッズ 高学年（小学４-６年） 51〜101 
9:05 〜 9:35 

（トップ フィニッシュ予定 9:17） 

ジュニア（中学生） 151〜172 
9:20 〜 9:54 

（トップ フィニッシュ予定９：５０） 

一般の部（高校生以上） 201〜６５６ 
10:00 〜 13:00 

（トップ フィニッシュ予定 10:58） 

選手権（女子） 
関東： 1〜16 

東京：18〜29 

12:30 〜 13:45 

（トップ フィニッシュ予定 13:31） 

選手権（男子） 
関東：51〜73 

東京：74〜87 

14:00 〜 15:07 

（トップ フィニッシュ予定 14:55） 

 

その他参考情報 ： 一般の部に、パラ選手が 1名出場。(中山賢史朗選手(左足大腿部切断))。 

 

7. 事前時確認しておきたい事項 

■以下は、競技者・応援者から良く尋ねられる質問です。回答できるように、事前に確認してくださ

い。 

 

質問 回答 

（1） トイレはどこですか？ 近くのトイレを確認。 

（2） 更衣室はどこですか？ トランジットエリア（TR1）内の更衣室へ誘導。 

（3） ケガをしたのですが？ 

体調が悪いのですが？ 

大会本部のMDへ誘導。 

（4） 招集時間・場所は？ 「選手案内」または「オペレーションマニュアル」を参照 

（5） 荷物置き場は？ 荷物は基本的に個人にて管理する。 

貴重品預かりはなし。（車の鍵のみ、大会本部にて預かる。） 

※ どうしても荷物を置く場所が無いと選手から問い合わせ

があった場合のみ、トランジションの隅の荷物置き場に

誘導する。 大会にて責任は負えない旨を説明する。 
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（6） ランの周回数は？  

カテゴリー ラン周回 

キッズ（低学年、高学年） １周 

ジュニア（中学生） ２周 

一般の部（高校生以上） ３周 

選手権 ５周 

 

 

（7） トランジットオープン（バイク

ピックアップ開始）時間

は？ 

 

カテゴリー 予定時間 

キッズ、ジュニア（TR2） 9:50〜10:40 

一般の部（高校生以上）（TR1） 12:30〜14:00 

選手権（男女とも） 14:50〜15:30 

 

 

（8） 落とし物をしたのですが？ 

落とし物を拾ったのですが 

大会本部へ行ってもらう。 

（9） 同伴フィニッシュは？ 不可。 

（10） リザルトは？ 大会会場には掲示しない（後日、HPにて公開）。 

（11） 開会式、競技説明会、

表彰式、閉会式は？ 

 

開会式 アナウンスで実施 

8:30〜8:35 

競技説明会 

（キッズ、ジュニア、一般） 

アナウンスで実施 

8:35〜8:40 

競技説明会（選手権） 

女子 

男子 

集合形式で実施 

10:50〜10:55 

11:20〜11:25 

表彰式 

キッズ、ジュニア 

一般の部、選手権 

アナウンスで実施 

10:30〜10:45 

15:30〜15:45 

閉会式 アナウンスで実施 

15:45〜15:50 

 

 

（12） オンライン競技説明会 ・事前にオンライン説明会の動画をインターネット上に公開し、

選手に視聴する。 

・動画の最後に「合言葉」あり。 

・大会当日の受付時に提出する「問診票」に「合言葉」を記載

することで出席扱いとする。 
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備品一覧 

 

• 案内板 

• 着順記録用紙、筆記用具 

• 消毒用エタノール 

• ペーパータオル 

• フェイスシールド 

• ビニール手袋 

• 机（消毒用エタノール設置、水・マスク配布用） 

• 椅子 

• アンクルバンド回収箱 

• ゴミ箱（マスクの袋など） 

• カラーコーン、コーンバー 

 


