
バイク班　要領

エイジ・スーパースプリントバイクはスタッフは共通
バイクが安全に走行できるように誘導 ボランティア

ボランティア

スタート誘導 マーシャル 橋立　英雄

選手の安全確認・誘導マーシャルﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ 1佐々木　政治 ( 無線)

乗降指示 マーシャル

SSP折返し誘導

エイジ・スーパースプリントバイクはスタッフは共通
ラン選手及びバイクが安全に走行できるように誘導 ボランティア

SSP競技はバイク往復
エイジ競技はバイク往路のみ
ランは往復
選手の安全確認・誘導
カーブ注意
　注意喚起

土砂崩れの為走路減少 エイジ・スーパースプリントバイクはスタッフは共通
エイジ　ラン選手及びSSPバイクを安全に走行できるように誘導

ボランティア

選手の安全確認・誘導
　注意喚起

SSP競技はバイク往復

エイジ競技はバイク往路のみ
ランは往復

エイジ・スーパースプリントバイクはスタッフは共通
ラン選手とバイクが安全に走行できるように誘導 ボランティア

小田が浜園地駐車場入り口前  ボランティア

エイジバイク SSPバイク ボランティア

ボランティア

選手の安全確認・誘導マーシャル
　 (SSP)　直進誘導 マーシャル

マーシャル
エイジバイクゴール
(小田が浜園地駐車場入り口前でが降車ライン
減速指示
追い越し禁止指示

コース間違いがない様にコーンを使って誘導(テープ等)

№2ポイント 新川 清隆(滋賀銀行)

休暇村東館北側カーブ

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ 1小谷　和弘 

№3ポイント

﨑山　裕司ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ２

№1ポイント 林義夫

休暇村東館前
竹村　喜一郎

小野 康宏(滋賀銀行)

№4ポイント

松井敏彦　 8 (SS周回チェック)→4

休暇村北側土砂崩れ地
点

田上　賢司ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ２

中野　和明

坂本耕司

松井　敬太 (無線)

辰巳 行伸　8 (SS周回チェック)→4



エイジ・スーパースプリントバイクはスタッフは共通
バイクが安全に走行できるように誘導 マーシャル

急カーブ　1

選手の安全確認・誘導
　注意喚起
カーブ連続注意!! 指示

追い越し禁止指示
エイジバイクゴール近し指示

エイジ・スーパースプリントバイクはスタッフは共通
バイクが安全に走行できるように誘導 ボランティア

急カーブ2

選手の安全確認・誘導
　注意喚起
カーブ連続注意!! 指示

追い越し禁止
エイジバイクゴール近し指示

エイジ・スーパースプリントバイクはスタッフは共通
安全誘導 ボランティア

選手の安全確認・誘導
カーブ連続注意!! 指示

エイジ・スーパースプリントバイクはスタッフは共通
中央線をはみ出さないように安全誘導 ボランティア

選手の安全確認・誘導　注意喚起 ボランティア

SSP折り返し 急カーブ　 ボランティア

マーシャル
マーシャル

折り返し
誘導 カーブ連続注意!! 指示
周回
チェック

№5ポイント 中田　忍

№6ポイント 山田 和麻(滋賀銀行)

№7ポイント 早川 拓也(滋賀銀行)

辰巳 行伸　8 (SS周回チェック)→4

スーパー
スプリント

松井敏彦 8 (SS周回チェック)→4 

№8ポイント 西村謙太郎

篠田　信一 8(SS周回チェック)→10 

樋口常博 (無線)8(SS周回チェック)→10 



中央線をはみ出さないように安全誘導 ボランティア

急カーブ　4

選手の安全確認・誘導
　注意喚起
カーブ連続注意!! 指示

堀切港からくる車は迂回、バイクを安全誘導 ボランティア

マーシャル
マーシャル

選手の安全確認・誘導
道路濡れている箇所あり　注意指示
もし車が来た時は、迂回をお願いする

矢印看板設置

三叉路でバイクを右折誘導　車は迂回をお願いする マーシャル

マーシャル

選手の安全確認・誘導
往路は右カーブは逆バンク注意　指示
もし車が来た時は、迂回をお願いする

矢印看板設置

№10ポイント 寺川　凛太朗(学連)
県道からまっすぐ東方

面に直進
樋口常博(無線) 8(SS周回チェック)→10 

篠田　信一 8(SS周回チェック)→10 

№9ポイント 加野　拓海(学連)

№11ポイント

市道堀切白王大中線
三叉路

田川　貢一
谷口勉



三叉路でバイクは直進誘導　車の走行は控えて頂く ボランティア

選手の安全確認・誘導
直進誘導
もし車が来た時は、迂回をお願いする

変則4差路でバイクを直進誘導　車の走行は控えて頂く ボランティア

選手の安全確認・誘導
直進誘導
もし車が来た時は、迂回をお願いする
ここは大中団地のメインの道路、十分な配慮
お願いします。

三叉路でバイクは直進誘導　車の走行は控えて頂く ボランティア

選手の安全確認・誘導
直進誘導
もし車が来た時は、迂回をお願いする
ここは大中団地のメインの道路、十分な配慮
お願いします。

三叉路でバイクは直進誘導　車の走行は控えて頂く ボランティア

選手の安全確認・誘導
直進誘導
もし車が来た時は、迂回をお願いする
ここは大中団地のメインの道路、十分な配慮
お願いします。

横田 真路(学連)

№12ポイント 中野　雄大(学連)　
市道堀切白王大中線

三叉路

№13ポイント 朝井　謙(学連)
市道堀切白王大中線

交差点

№14ポイント 土田　拳士(学連)
市道堀切白王大中線

三叉路

№15ポイント

市道堀切白王大中線
三叉路



市道堀切白 三叉路でバイクは直進誘導
　王大中線三叉路 車の走行は控えて頂く ボランティア

選手の安全確認・誘導
直進誘導

もし車が来た時は、迂回をお願いする
ここは大中団地のメインの道路、十分な配慮
お願いします。

市道堀切白 三叉路でバイクは直進誘導
　王大中線三叉路 車の走行は控えて頂く

ボランティア

選手の安全確認・誘導
直進誘導
もし車が来た時は、迂回をお願いする

市道堀切白 三叉路でバイクは直進誘導
　王大中線三叉路 車の走行は控えて頂く ボランティア

選手の安全確認・誘導
直進誘導
もし車が来た時は、迂回をお願いする

河本　遥(学連)

中嶋 健人(滋賀銀行)

福永 星矢(滋賀銀行)

№16ポイント

№17ポイント

№18ポイント



市道堀切白 三叉路でバイクは直進誘導
　王大中線三叉路 車の走行は控えて頂く ボランティア

選手の安全確認・誘導
直進誘導
もし車が来た時は、迂回をお願いする

市道堀切白 三叉路でバイクは直進誘導
　王大中線三叉路 車の走行は控えて頂く ボランティア

選手の安全確認・誘導
もし車が来た時は、迂回をお願いする
この先から追い越し禁止区間　指示

ボランティア

マーシャル
マーシャル
マーシャル

選手の安全確認・誘導
追越し禁止・トンネルあり減速指示　(違反者確認)
カーブ滑りやすい　十分な減速指示

トップ選手と往路選手が、トンネルで交差する場合、
往路選手はバイクを降り、スタッフと一緒にトンネルの
左側を通り抜ける。 №21と22で連携をとる

トンネルの左折・右折誘導 ボランティア

マーシャル

選手の安全確認・誘導
選手同士の接触注意　指示　　
減速・追越し禁止　指示

№21と22で連携をとる

トンネル出口から農道へ

№19ポイント

№20ポイント

辻 雅人(滋賀銀行)

№21ポイント

№22ポイント

充分減速させ左折・追い越し禁止
指示　トンネルへの誘導を行う 片山直也(学連)　

内田　敏之

園田 純也(学連)

竹田喜幸

市道堀切白王大中線ト
ンネル入口の三叉路

磯部喜男 ( IP無線)バイクチーフ

安川　有加里

瀧　天精(学連)



警

湖岸信号からコースへの進入禁止指示
コーンとバーを設置

警

土手からのコースへの進入禁止指示
コーンとバーを設置

農道交差点
バイクは往復直進誘導　車の走行は控えて頂くボランティア

警

直進誘導
選手の安全確認・誘導
農耕機横断の場合、状況を見て横断してもらう
牛舎従事者様専用路を設定してます、バイクが入らない様に注意

県道を横断するバイクを安全確認して誘導　往復 ボランティア

トップ選手の周回離脱後にトンネルまでに最後尾と交差ボランティア

有り1～2名注意
マーシャル

警備は車を止める マーシャル

警　2名

選手の安全確認・誘導
選手横断を優先するが、車の渋滞状況にて選手を止めて
渋滞解消を行う
県道を曲がる選手いるので注意喚起!!

      マーシャルの指示により

県道交差点
青山　幸平(学連)

宮内雅史
音川和也

精鋭の交差点の経験者を望む

№24ポイント

川の土手からトンネルへ
三叉路側線の川の土手からバイク
コースに入らないように自粛要請

畑中 杏香(学連)

湖周道路から信号交差点をバイク
コースに入らないように自粛要請

白王町信号交差点  上
り(彦根方面)

№23ポイント 白藤　大輝(学連



農道交差点

ボランティア

ボランティア

　　　　　　　　　　　 ボランティア

マーシャル
マーシャル

　　　周回　　　直進 マーシャル
マーシャル

選手の安全確認・誘導
周回への合流は減速　周回選手を優先
周回選手の追越し禁止・減速指示
コーンからはみ出さない様指示

　　　　　　　　周回離脱

ドラフティング定点監視

マーシャル

キープレフト重視指示・ドラフティング監視・集団を作らない様に指示

農道交差点 ボランティア

警

選手の安全確認・誘導
直進誘導
農道からの進入車両　迂回指示　　

バイクを左折誘導                          　 ボランティア

車の走行は自粛要請
マーシャル
マーシャル

警

選手の安全確認・誘導
左折５０m手前より、追越し禁止・減速指示

農道からの進入車両　迂回指示

周回終了選手の右折誘導
バイクは直進誘導　周回は左折　合流注意喚起

山本 健太郎(滋賀銀行)

古川　凌矢(学連)

北川　守彦

米倉宏亨  ( IP無線)サブチーフ
竹中　義貴(合流ﾞﾁｰﾌ)

№26ポイント

夏井　智隆(学連)

№27ポイント

№28ポイント

生島　將光  

千原　寿一  ( IP無線) 

宮本 恒平(学連)

檜川 晃弘(滋賀銀行)

農道交差点手前約50mから
周回終了選手に右折喚起する

吉田　直人

№25ポイント 加後 賢太郎(学連)



農道交差点

選手直進誘導 ボランティア

ボランティア

選手の安全確認・誘導
直進誘導
通行許可書が有る農耕車は選手の状況を見て横断のみ可能です。

選手直進誘導

農道交差点 ボランティア

写真の様にコーンとバーのセットをお願いします。ボランティア

選手の安全確認・誘導
直進誘導
通行許可書が有る農耕車は選手の状況を見て横断のみ可能です。

農道交差点
ボランティア

写真の様にコーンとバーのセットをお願いします。 ボランティア

選手の安全確認・誘導
直進誘導
通行許可書が有る農耕車は選手の状況を見て横断のみ可能です。

ドラフティング定点監視マーシャル

キープレフト重視指示・ドラフティング監視・集団を作らない様に指示

農道交差点
写真の様にコーンとバーのセットをお願いします。 ボランティア

ボランティア

選手の安全確認・誘導
直進誘導
通行許可書が有る農耕車は選手の状況を見て横断のみ可能です。

高橋 誠(滋賀中信)

№31ポイント 増田 亮(滋賀銀行)

大岡 真護(滋賀銀行)

№29ポイント

竹下 侑馬(滋賀銀行)

№32ポイント 角田 博之(滋賀中信)

川田 侑輝(滋賀銀行)

松本 桂介(滋賀銀行)

中出 佳樹(滋賀銀行)

本江　昌文 ( IP無線)

№30ポイント



農道交差点

　　　　写真の様にコーンとバーのセットをお願いします。
                        

ボランティア
ボランティア

選手の安全確認・誘導
直進誘導
通行許可書が有る農耕車は選手の状況を見て横断のみ可能です。

ドラフティング定点監視マーシャル

キープレフト重視指示・ドラフティング監視・集団を作らない様に指示

農道交差点

　　　　写真の様にコーンとバーのセットをお願いします。

ボランティア
ボランティア

選手の安全確認・誘導
直進誘導
通行許可書が有る農耕車は選手の状況を見て横断のみ可能です。

農道交差点

写真の様にコーンとバーのセットをお願いします。
ボランティア

マーシャル
マーシャル

通行許可書が有る農耕車は選手の状況を見て横断のみ可能です。
横断の場合は農道入口の警備員に来てもらい3名で安全に
横断させて下さい。

　(定点監視) マーシャル

バイクポイント　P35とP36の中間点
キープレフト重視指示・ドラフティング監視・集団を作らない様に指示

小西　典子 

櫻井　聖(学連)

№34ポイント

山本 大地(滋賀中信)
伊藤 祐輝(滋賀中信)

中村　和彦(滋賀中信)

選手の安全確認・左折誘導

藤澤 爽太(学連)

№33ポイント

馬越　寛晃 ( IP無線) 

№35ポイント

奥　隼大(滋賀中信)

町田　敏和 ( IP無線)



農道交差点バイクは右折誘導、　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    　

写真の様にコーンとバーのセットをお願いします。

ボランティア

マーシャル
選手の安全確認・誘導マーシャル
左折誘導
車両、農耕車の通行は不可能、事情を説明しＵターンしてもらう。

警

農道三叉路

選手の安全確認・誘導 ボランティア 石田有樹(学連)
車両、農耕車の通行は不可能、事情を説明しＵターンしてもらう。

三叉路の先に路面の亀裂有り、避ける様に選手を安全誘導
マーシャル 鎌野  渓太(学連)

定点監視 マーシャル

キープレフト重視指示・ドラフティング監視・集団を作らない様に指示

農道三叉路
選手の安全確認・誘導 ボランティア

直進誘導 ボランティア

車両、農耕車の通行は不可能、事情を説明しＵターンしてもらう。

農道三叉路 選手の安全確認・誘導
直進誘導 ボランティア

ボランティア

車両、農耕車の通行は不可能、事情を説明しＵターンしてもらう。

飯尾　信一 ( IP無線)

№38ポイント 村川　強(滋賀中信)

№39ポイント 加藤 翼(滋賀中信)
田中　治久(滋賀中信)

№36ポイント

岡田　健斗(滋賀中信)

岡本　達也(学連)
下野　美貴   

№37ポイント

中江　哲也(滋賀中信)



農道交差点バイクは直進誘導、　
　

車両、農耕車の通行は不可能、事情を説明しＵターンしてもらう。
ボランティア

選手の安全確認・誘導
直進誘導

ドラフティング定点監視マーシャル

キープレフト重視指示・ドラフティング監視・集団を作らない様に指示

警

農道交差点バイクは直進誘導
ボランティア 清水　璃乃(学連)

、　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    　 マーシャル
車両、農耕車の通行は不可能、事情を説明しＵターンしてもらう。

警

農道三叉路
バイクは直進誘導 ボランティア

車両、農耕車の通行は不可能、事情を説明しＵターンしてもらう。

農耕車が来られたらＵターンして頂く

藤居 勇樹(滋賀中信)

山本　光男 ( IP無線) 

№41ポイント

№42ポイント

山田　康司

№40ポイント

那須 子々花(学連)


