
受付班　要領
■前日受付 ６月１5日(土）

受付は、大会に出場する選手が最初に大会関係者と接する場所です。
どうぞ笑顔で迎えてあげてください。

スタッフ集合：１２：００ 受付統括
受付時間　　：１３：００～１５：００ チーフ 川村　好平 STA
競技説明会　：１５：００～１６：００ サブチーフ 小畑　茂子 STA

競技説明会中は会場入り口を閉鎖する
選手案内係

□選手案内係 入口付近で選手を受付へ誘導 沖　秀之 WTU
出場決定通知書を準備させる 崎山　裕司 WTU
忘れた人は相談コーナーへ誘導 松井　敬太
競技説明会の間は、会場入口閉鎖

□窓口係 窓口係
窓口は下記番号分けで５つ設けます。 川崎　妙子 WTU
① レースNO.１～１３(スーパースプリント)、６０１～６６６(女子） 福永　祥子
　 レースNO.７０１～７０５(パラ）、８０１～８２２(リレー） 久郷 誠
② レースNO.１０１～１９０ スタンダード 豊富　唯
③ レースNO.１９１～２８５ スタンダード 岸 智子 OPTA
④ レースNO.３０１～３９９ スタンダード 本杉　佳澄
⑤ レースNO.４００～５０９ スタンダード 荒井　昭雅

中塚吉見
室井　麻里 WTU
黒川　詩乃

窓口毎に４人で以下の作業を分担します。 竹山　正知
千貫　伸行

・名簿にラインマーカーでチェックする係 樋口　愛美
（受付はしたが出場辞退する選手は、リストにDNSと記載） 小林　千珠

・リストバンドを装着する係（名前と番号を確認する） 川崎　三智子
川崎　勉

・選手支給バッグを渡す係2人（名前と番号を確認する） 辻　小百合
片岡　智子

出場決定通知書を確認する。（氏名とレースNO.が記載されています) 籠谷　美香
出場辞退者にはリストバンドをつけず、支給物のみ渡す。 森浜　学
受付時選手に伝えること

「競技説明会には必ず出席して下さい。」

選手名簿は受付終了後、受付チーフが回収します。

□相談コーナー 相談コーナー
・出場決定通知書忘れてきた。→　免許証等で本人確認 難波　勉 OPTA

臨時出場決定通知書にレースNO.と名前を記載し選手に渡し受付へ誘導 佐々木　政治 KTA
当該選手の氏名、レースNO.を控えておく 馬越　寛晃 KTA

・選手支給内容に間違い等があった場合の対応 本江　昌文 KTA
・その他もろもろの相談対応（適宜チーフに確認）

 (リストバンドがキツイので緩めてほしい、という事例有り)

□競技説明会終了後の健康チェックシート配布 健康チェックシート配布
説明会終了後に、退出口で選手(リストバンドをつけている）のみに 原田　理津子 STA
健康チェックシートを配布する。選手１人に１枚を厳守。 小畑　茂子 STA

室井　麻里 WTU
競技説明会終了前に出てくる選手には、終了後に健康チェックリストを 川崎　妙子 WTU
配布（当日にアンクルバンドと引換え）するので、最後までいるように
指導する。

健康チェックシートは競技説明会に出席したという証明書も兼ねています。
確実に配布してください。
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受付班　要領
■当日受付　アンクルバンド渡し　6月1６日(日)　

スタッフ集合 ：6：00 受付統括
受付時間 スーパースプリント ：7：00～7：40 チーフ 清水　小百合 STA

スタンダード　 ：7：30～8：40 サブチーフ 山本　順子 HTA

□窓口係 窓口係
窓口は下記番号分けで１０ケ所設けます。 平山美佐子

豊富　唯
① レースNO.１～１３（スーパースプリント） 斎藤　一郎
② レースNO.７０１～７０５(パラ)、８０１～８２２（リレー） 本杉　佳澄
③ レースNO.１０１～１６０ 小林　千珠
④ レースNO.１６１～２２０ 塩谷　啓子 
⑤ レースNO.２２１～２８5 川崎　妙子 WTU
⑥ レースNO.３０１～３７０ 辻　小百合
⑦ レースNO.３７１～４４０ 福永祥子
⑧ レースNO.４４１～５０９ 福永　奏
⑨ レースNO.６０１～６６６(女子) 樋口　愛美
⑩ 相談コーナー 白木育美

忠田千代子
藤川　富士男

窓口毎に２人で以下の作業を分担します。 岸 智子 OPTA
・名簿にラインマーカーでチェックする係 荒井　昭雅
・アンクルバンドを渡す係 黒川　葵

（健康チェックシートと引き換えに渡す） 黒川　詩乃

健康チェックシートを持っていない選手は、相談コーナーへ誘導
してください。

□相談コーナー 相談コーナー
・ ナンバーシールがうまく貼れない人や貼るのを失敗した人への対応 清水　郁希子 STA

マジックでナンバーを腕に記載する

・ 健康チェックシートを忘れた人には、「健康チェックシート当日発行申請」
を記入してもらう。
競技説明会に出席していないという選手には、出場できない旨を伝える。
それ以外の人には、健康チェックシートを渡す。
揉めた場合は、チーフに連絡し対応してもらう

・その他もろもろの相談対応
過去の事例

スイムキャップを忘れてきた人には、予備スイムキャップを渡す。
リストバンドを外した選手があり、予備リストバンドにレースNO.を
記入して装着する。
対応した選手のレースNO.を控えておく。
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前日受付

名簿数 受付数 欠場数

スーパースプリント(No.1～13) 13

パラ(No.701～705) 5

リレー(No.801～822) 22

スタンダード女子(No.601～666) 66

受付２ スタンダード男子(No.101～190) 90

受付３ スタンダード男子(No.191～285) 95

受付４ スタンダード男子(No.301～399) 99

受付５ スタンダード男子(No.400～509) 110

スタンダード　総数
（パラ、リレー含む）(リレーは1人として計算 ）

487

参加　総数（リレーは１人として計算） 500

参加　総延べ数（リレーは３人として計算） 544

受付１



当日受付（アンクルバンド渡し）

名簿数 受付数 欠場数

受付１ スーパースプリント(No.1～13) 13

パラ(No.701～705) 5

リレー(No.801～822) 22

受付3 スタンダード男子(No.101～160) 60

受付4 スタンダード男子(No.161～220) 60

受付5 スタンダード男子(No.221～285) 65

受付6 スタンダード男子(No.301～370) 70

受付7 スタンダード男子(No.371～440) 70

受付8 スタンダード男子(No.441～509) 69

受付9 スタンダード女子(No.601～666) 66

スタンダード　総数
(パラ、リレー含む)(リレーは1人として）

487

参加　総数（リレーは１人として計算） 500

参加　総延べ数（リレーは３人として計算） 544
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第５回　びわ湖トライアスロンin近江八幡

健康チェックシート　当日発行申請

レースナンバー

氏　名

健康チェックシートを持っていない理由

□ 競技説明会に出席しなかった

□ 競技説明会で受取るのを忘れた

□ 持ってくるのを忘れた ／ 紛失した
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