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World Triathlon Technical Officials かわら版（その１） 
2022 World Triathlon Championship Series and World Triathlon Para Series Yokohama 

 
はじめに 

エリートの部ＡＴＤ(エイジの部ＴＤ)小金澤です。 

皆さんは、2022 WTCS 横浜大会のNTOに選出されました。おめでとうございます。 

昨年度は海外からのSFTOなしのオールNTOで大会運営を成功させ、ワールドトライアスロン（TRI）から 

高く評価されました。今年も彼らの期待に応えたいと思います。 

留意点 

1. COVID-19対策 

2. 2021年度チーフからの引継ぎ 

3. パラトライアスロン モデュール（E-ラーニング）実施のお願い 

4. 各パート毎のポイント（過去の失敗、トラブル発生事例を含む） 

5. 各パート役割説明 

6. 5月12日（木）10:00～の作業お手伝いのお願い 

7. 5月13日（金）6:00～のエリート試走協力のお願い 

8. 今後のスケジュールとTOサイト 
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１．COVID-19対策 

 （１）今年は選手のバブル管理はありません。 

   （２）無観客ではありません（エキスポもあり）。 

   （３）皆さんは業務中もマスク着用です。 

   （４）12日から現地入りする方は、今日から健康チェックシートの記録を開始して下さい。 

       当日、CRO（海野さん）が記録を確認予定です。 

https://yokohamatriathlon.jp/wts/news_220421-1.html 

 

２．2021年度チーフからの引継ぎ 

    エリートパラおよびエリートのコースは、昨年と同じです。スケジュールもほぼ同じです。 

事前に昨年のチーフと会話し、課題を共有して下さい。 

         ①受付チーフ     馬場三佳さん → 元嶋直子さん 

②スイムチーフ     小林裕明さん → 門屋良さん 

         ③バイクチーフ     井口大介さん → 小林裕明さん 

         ④ランチーフ      海野浩さん  → 北野健二さん 

         ⑤トランジションチーフ 北野健二さん → 長谷川満彦さん 

         ⑥フィニッシュチーフ  長谷川満彦さん → 永塚美紀さん 

         ⑦エイドチーフ     元嶋直子さん → 園川峰紀さん 

         ⑧ＷＳチーフ     永塚美紀さん → 堀越和彦さん 

         ⑨ＰＢチーフ     長谷利孝さん → 鈴木正人さん 

         ⑩ＬＡチーフ     小島康義さん → 山本順子さん 

         ⑪バイクチェックチーフ 堀越和彦さん → 井口大介さん 

         ⑫ビヒキュラーチーフ  小田英男さん → 福渡純さん 

         ⑬ＶＲチーフ      石井なおみ  →  磯村諒さん（野中正宏さん） 

 

３．パラトライアスロン モデュール（E-ラーニング）実施のお願い 

   16日にアデルTDから送られてきたTO Newsletterに記載されていたパラトライアスロンのE-ラーニングは 

  始めていますか？今回は全チーフに対して事前の実施が必須になっています。 

   10～20分のビデオが全部で12本あり、全部見た後に確認テストを受けます。15問中９問（60%） 

以上正解で合格となり、QRコード付きの合格証が発行されるのでそれをLyndell HRに送ります。 

制限時間30分でした。 

当方がやった時には合格が80％以上で、1回落ちました！ひっかけ問題があるので、各ビデオのポイントは 

メモを取ることをお勧めします。12本をメモを取りながら聞いていると3時間では終わりません。 

   昨晩Lyndellから連絡があり、「まだ４人しか提出してないけど、どないなってんねん」とご心配の様子でした。 

 

https://yokohamatriathlon.jp/wts/news_220421-1.html
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   締切が５月8日になっているのでこの連休が勝負です。早めのご対応をよろしくお願いいたします。 

  アクセス先はここ https://education.triathlon.org/mod/page/view.php?id=6604 

   ワールドトライアスロンエデュケーションハブにアカウントがない人は、アカウントづくりから始めます。 

  詳しくは最終ページを見て下さい。 

 

４．各パート毎のポイント（過去の失敗、トラブル発生事例を含む） 

 （１）受付 

     ＊金曜日の受付フォームと当日のチェックインフォームは、事前にTDと共有した方が良いです。 

       中継ぎは当方で行っても構いません。 

（２）スイム 

     ＊13日 10:00～マリンミーティングがあります。レース中のボートとライフセーバーの動きを説明できる 

ようにしておいてください。TRI―ホームページの Swim Behavior Monitoring参照  

 （３）バイク 

     ＊今回はバブル隔離がありません。ラップアウト選手の対応法を13日のモーターバイクミーティングで 

       確認してください。  

 （４）ラン 

     ＊当日最終選手情報が発信できるようにしておいてください 

     ＊パラの山下公園内の折り返しポイントでPTVI選手がミスコースでDQになりました。再発防止策を 

       講じて下さい。 

 （５）トランジション 

     ＊ML/DMLでのTO立ち位置はTDに確認してください。 

（６）エイド 

      ＊LTOとの連携をよろしくお願いいたします。  

 

５．各パート役割説明 

  TRIが作った各パート毎のお仕事マニュアル（チェックリスト）を別添しましたので必要な方はよく読んでください。 

 

６．5月12日（木）10:00～の作業お手伝いのお願い 

   一部の方を除き、NTOの皆さんは10:00にホテルニューグランドの羽衣の間に集合して下さい。当日の主な 

作業としては、 

①CRO（海野さん）サポート ：ランシート等の準備支援 

②受付チーフ（元嶋さん）サポート：選手配布物仕訳およびナンバリング 

③明日の試走準備 

があります。作業場所はスターライトルームになる可能性があります。 
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７．5月13日（金）6:00～のエリート試走協力のお願い 

  昨年COVID-19対策でなかった前日試走が今年はあります。定点警備およびロードバイクでの先導、 

後追いをNTOで対応します。当日同時間に来れない理由があるNTOの方は５月2日までに個別連絡 

いただけますか？ 

<kojikoganezawa0823@gmail.com>  

また、ご自分のバイクで先導、後追いを実施頂けるNTO4人を募集します！ご連絡ください。 

かっこいいですよ。詳細説明資料を別添しました。 

 

８．今後のスケジュールとTOサイト 

 （１）オンライン（Zoom）によるTO ミーティング ：5月8日（日）18:00～ 

      参加をよろしくお願いいたします。 

 （２） 会場入りしてからのコミュニケーションツール：ラインではなく、WhatsAppです。ご自分のスマホに事前 

インストールしておいてください。 

（３） TOサイト 

      渡邉エイジTLが作成してくれました。今後書類等のアップはこのサイト内で行います。 

     <https://www.kn-tu.or.jp/2022wtcs_yokohama_to>  

 

 ９．問合せ 

  小金澤光司（よろず相談）：<kojikoganezawa0823@gmail.com> 

                                            080-3010-5630 

      Adele Cheah(TD)        : <adele.cheah@gmail.com> 

         Lyndell Murray(HR)     :  <lyndellnm@gmail.com> 

      花井哲（HR）       ： <satoshi.hanai@nifty.com> 

mailto:kojikoganezawa0823@gmail.com
https://www.kn-tu.or.jp/2022wtcs_yokohama_to
mailto:kojikoganezawa0823@gmail.com
mailto:lyndellnm@gmail.com
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Instructions on how to self-register on the Para Triathlon Module 
If you already have an account on the World Triathlon Education and Knowledge Hub: 
If you already have an account on the Hub, then you will need to login to the hub first at 
https://education.triathlon.org/ (If you have forgotten your password, there is a forgotten password link you can use) 
You can then access the Technical Official Modules via the button that appears on the frontpage or you can go directly 
to: https://education.triathlon.org/mod/page/view.php?id=6604 
When you click on the ‘Para Triathlon’ module you may be asked for an enrolment key (password) for that module, 
which is: 
Paris2024 
If you don’t have an account on the World Triathlon Education and Knowledge Hub: 
The first step is to create an account, via https://education.triathlon.org/login/signup.php 
You will have to agree to the Cookies policy, after which you will come to a screen where you can enter your 
information and create an account. This will send you an email, which contains a link you have to click on in order to 
complete the account creation process. Once you have done this, follow the instructions above for people that already 
have an account on the Hub. 
If there is a problem creating your account (which is possible if there are any special characters or numbers in your 
email) then please contact development@triathlon.org and an account can be created for you. 
 

mailto:development@triathlon.org
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