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■5/14(金)試泳概要

行動管理：滞在期間中

12日 9 10 11 12 13 14 15 16 17
（水） 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00

Aグループ 移動 スイム練習 移動
トレーニング

Bグループ 移動 スイム練習 移動
トレーニング

Cグループ 移動 スイム練習 移動
トレーニング

13日 10 11 12 13 14 15 16 17 18
（木） 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30

Dグループ 移動 スイム練習 移動
トレーニング

Eグループ 移動 スイム練習 移動
トレーニング

Fグループ 移動 スイム練習 移動
トレーニング

ブラジル
カナダ
オランダ
中国

ニュージーランド

アメリカ
オーストリア
スイス

南アフリカ
チェコ共和国

フランス
オーストラリア
ルクセンブルグ

香港
ポルトガル

Aグループ Bグループ Cグループ

【タイムスケジュール】

【会場・・・山下公園】

日本
メキシコ
イスラエル

クロアチア
イギリス
ノルウェー
コロンビア
ベルギー

デンマーク
アイルランド
イタリア
ロシア

Dグループ Eグループ Fグループ

時間割調整中
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行動管理：滞在期間中

■試泳日および大会当日における選手・コーチ・チームスタッフ等の輸送計画

【ホテルニューグランドから会場までの動線】

アスリートエリア

コーチエリア

■歩道での管理体制イメージ

【凡例】
選手動線

コーチ動線

輸送バス乗降場所

案内体制図※イメージ

●●●●
●●●●

▼ ▼

▼

HOTEL NEW GRAND

選手・コーチを複数列で整列して、前後と中腹にスタッフを配置させ移動する。
選手・コーチの人数は調整中

▼：誘導スタッフ

●：入国者（選手・コーチ）
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行動管理：滞在期間中

【横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズから会場までの動線】

【基本の流れ】
⑴指定の時間に1団体(1か国)ごとにスタッフ付き添いのもと移動。
⑵スタッフの案内のもとバスに乗車。山下公園スタッフに出発連絡。
⑶山下公園スタッフがバスの降車場所で待機。到着後、選手・関係者はまとまって会場まで案内。

正面玄関に配車
1台ずつ発着

ニューグランド前に停車
到着後はスタッフの

案内で移動

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ
（発着場所）

試合会場
（発着場所）

バス
乗降場

横浜ベイシェラトン
ホテル＆タワーズ

試合会場(山下公園)

大型貸切バス
（会社未定）

移動時間：20分程度

■試泳日および大会当日における選手・コーチ・チームスタッフ等の輸送計画
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行動管理：滞在期間中

■大会当日における選手・コーチ・チームスタッフ等の輸送計画

大会当日におけるホテル→山下公園の配車スケジュール

項目 エリートパラ エリート女子 エリート男子

ベイシェラトン出発時間
※ニューグランドまでバスで移動

- 7:45 10:45

ニューグランド出発
※会場まで徒歩で移動

5:00 8:15 11:15

会場到着時間 5:30 8:30 11:30

アスリートラウンジ
チェックイン時間

5:30-6:30 8:30-9:30 11:30-12:30
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行動管理：滞在期間中

■会場ゾーニング・動線(アスリートエリア／コーチエリア／スタッフエリア(検査済み)／スタッフエリア)

▹山下公園の一部をゾーニングし、一般者の山下公園内立ち入りを制限する。
▹会場内のキャパシティを厳密に把握し、制限を超えないように管理する。
▹大会に関わる全ての参加者・関係者を4つのグループ(A～D)に分け、下記ゾーニングにより活動エリアを区分けする。
※Dグループは現場以外で業務するスタッフであるため省略。

スタッフエリア
（検査免除）

コーチエリア

アスリートエリア

スタッフエリア（検査済）

グループ エリア 検査 入場可能者

A アスリートエリア 必須

・エリート参加選手
・アスリートエリアで活動するスタッフ
・コース上メディカルスタッフ
・コース上審判員

A コーチエリア 必須 ・エリート参加選手のコーチ

B スタッフエリア（検査済） 必須
・エリート選手と2m以内の距離で活動する可能性がある
スタッフ・関係者

C スタッフエリア（検査免除） 無 ・上記に該当しないスタッフ・関係者
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行動管理：滞在期間中

■アスリートエリア：5/14(金)

■試泳時(チェックイン)の感染防止対策

凡例）アスリートエリア IN OUT

試泳ケジュール 5月14日(金）
エリートパラ ：13時00分～15時00分／エリート：15時00分～17時00分

検温テント アスリートラウンジ

AD確認

リカバリーエリア

G

《アスリートエリアの入場可能者》

《選手(海外・日本)、関係者(チームスタッフ・コーチ等)》

▹マスク、フェイスシールドまたはゴーグルの着用を徹底する。

※移動中を含め、マスクを外すことが許されるタイミングまでは、マスクを着用する。

▹受付にて手指消毒を行う。

▹チェックイン時に受付簿に記帳する際、複数人でペンを使い回さない。

▹会場の出入口では検温を実施する。

▹大会が定めるゾーニングルールに従う。

▹アスリートエリアは制限される。

※アスリートエリアはPCR検査陰性者のみ進入を可能とする。

▹会場への入場時間、試泳時等を含む全ての行動は、予め大会が定めた時間・場所のみ可能とする。

※別途定めるアスリートガイドに従うこと。
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凡例）コーチエリア IN OUT

行動管理：滞在期間中

■コーチエリア：5/14(金)

■試泳・リハーサル時の感染防止対策

G

《コーチエリアの入場可能者》

《TO・スタッフ・ボランティア》

▹受付簿に記帳する際は複数の人でペンを使い回さないよう注意する。

▹使用した備品関係は、適宜消毒を実施する。

▹必要な場合を除き、笛の使用は控える。笛の使用が必要な場合は、アスリートから離れた状態で使用する。

▹配布物は、選手自身で取ってもらう。

▹基本的な感染予防の行動(マスクの着用・手指消毒・ソーシャルディスタンス)を遵守する。

※フィニッシュリハーサルの際、TOはマスク・ゴーグル・ゴム手袋を着用する。

※会場の出入口では、検温を実施する。

▹会場への入場時間を含む全ての行動は、予め大会が定めた時間・場所のみ可能とする。

試泳ケジュール 5月14日(金）
エリートパラ ：13時00分～15時00分／エリート：15時00分～17時00分
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凡例）関係者エリア IN OUT

行動管理：滞在期間中

■スタッフエリア：5/14(金)

■試泳・リハーサル時の感染防止対策

G

《スタッフエリアの入場可能者》

《TO・スタッフ・ボランティア》

▹受付簿に記帳する際は複数の人でペンを使い回さないよう注意する。

▹使用した備品関係は、適宜消毒を実施する。

▹必要な場合を除き、笛の使用は控える。笛の使用が必要な場合は、アスリートから離れた状態で使用する。

▹配布物は、選手自身で取ってもらう。

▹基本的な感染予防の行動(マスクの着用・手指消毒・ソーシャルディスタンス)を遵守する。

※フィニッシュリハーサルの際、TOはマスク・ゴーグル・ゴム手袋を着用する。

※会場の出入口では、検温を実施する。

▹会場への入場時間を含む全ての行動は、予め大会が定めた時間・場所のみ可能とする。

試泳ケジュール 5月14日(金）
エリートパラ ：13時00分～15時00分／エリート：15時00分～17時00分
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行動管理：滞在期間中

■アスリートエリア：5/15(土)

■大会当日の基本感染防止対策

■大会当日の基本感染防止対策

凡例）アスリートエリア IN OUT

検温テント アスリートラウンジ

AD確認

リカバリーエリア

G

ウォーミングアップスケジュール 5月15日(土)
エリートパラ ：なし／エリート女子：9時15分～10時00分／エリート男子：12時00分～12時50分

G

《アスリートエリアの入場可能者》

▹基本的な感染予防の行動(マスクの着用・手指消毒・ソーシャルディスタンス)を遵守する。

※移動中を含め、マスクを外すことが許されるタイミングまでは、マスクを着用する。

※会場の出入口では、検温・手指消毒を実施する。

▹大会が定めるゾーニングルールに従う。

▹アスリートエリアは制限される。

※アスリートエリアはPCR検査陰性者のみ進入可能とする。

▹会場への入場時間、バイクチェックイン時間、トランジションセッティング時間、ウォーミングアップ時間など、

全ての行動は、予め大会主催者が定めた時間・場所のみ可能とする。

※別途定めるアスリートガイドに従うこと。
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行動管理：滞在期間中

■コーチエリア：5/15(土)

■大会当日の基本感染防止対策

凡例）コーチエリア IN OUT

G

《コーチエリアの入場可能者》

▹基本的な感染予防の行動(マスクの着用・手指消毒・ソーシャルディスタンス)を遵守する。

※会場の出入口では、検温・手指消毒を実施する。

▹大会が定めるゾーニングルールに従う。

▹選手と接触する(アスリートエリア内で従事の可能性がある)全てのスタッフ・関係者は、該当日の72時間前に必ず

PCR検査を実施し、陰性が証明されたうえで、従事する。陽性の場合は、従事を辞退する。

▹会場への入場時間を含む全ての行動は、予め大会主催者が定めた時間・場所のみ可能とする。

ウォーミングアップスケジュール 5月15日(土)
エリートパラ ：なし／エリート女子：9時15分～10時00分／エリート男子：12時00分～12時50分
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行動管理：滞在期間中

■スタッフエリア：5/15(土) 凡例）関係者エリア IN OUT

■大会当日の基本感染防止対策

G

《スタッフエリアの入場可能者》

▹基本的な感染予防の行動(マスクの着用・手指消毒・ソーシャルディスタンス)を遵守する。

※会場の出入口では、検温・手指消毒を実施する。

▹大会が定めるゾーニングルールに従う。

▹選手と接触する(アスリートエリア内で従事の可能性がある)全てのスタッフ・関係者は、該当日の72時間前に必ず

PCR検査を実施し、陰性が証明されたうえで、従事する。陽性の場合は、従事を辞退する。

▹会場への入場時間を含む全ての行動は、予め大会主催者が定めた時間・場所のみ可能とする。

ウォーミングアップスケジュール 5月15日(土)
エリートパラ ：なし／エリート女子：9時15分～10時00分／エリート男子：12時00分～12時50分
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行動管理：滞在期間中

■レース後のPCR検査について

【エリート/エリートパラのPCR検査スケジュール】

カテゴリー 項目
スケジュール

先頭 最後尾

パラトライアスロン
PTVI
PTS2～5
PTWC

スイムスタート 6:50

フィニッシュ 7:51 8:53

メダルセレモニー 15:30-16:00

PCR 8:00-10:00

エリート女子

スイムスタート 10:16

フィニッシュ 12:10 12:25

メダルセレモニー 12:25-12:40

PCR 12:20-13:00

エリート男子

スイムスタート 13:06

フィニッシュ 14:50 15:06

メダルセレモニー 15:00-15:15

PCR 15:00-15:30

海外スタッフ・コーチ等
関係者

PCR 16:00-17:00

【検査場所】

山下公園内PCRテント
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行動管理：滞在期間中

■試合終了後の選手動線(パラ、女子、男子)

凡例）関係者エリア IN OUT

■基本感染防止対策

検温テント アスリートラウンジ

AD確認

リカバリーエリア

G

試合終了予定時間 5月15日(土)
エリートパラ ：7時51分～8時53分／エリート女子：12時10分～12時25分／エリート男子：14時50分～15時06分

G

▹基本的な感染予防の行動(マスクの着用・手指消毒・ソーシャルディスタンス)を遵守する。

※会場の出入口では、検温・手指消毒を実施する。

▹大会が定めるゾーニングルールに従う。

▹選手と接触する(アスリートエリア内で従事の可能性がある)全てのスタッフ・関係者は、該当日の72時間前に必ず

PCR検査を実施し、陰性が証明されたうえで、従事する。陽性の場合は、従事を辞退する。

▹会場への入場時間を含む全ての行動は、予め大会主催者が定めた時間・場所のみ可能とする。


