
表 裏

テープ

矢印板は裏表を使用します。選手走行方向に合う矢印を設定して、誘導方向を示してください。

矢印版に裏表にテープを張っています、これを利用して看板の下をコーンに固定して下さい。

矢印版を図の様にセットして下さい。

矢印版の取り付け要項



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

スタート誘導
選手の安全確認・誘導
乗降指示

ボランティア
ボランティア

マーシャル
マーシャルﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ 1佐々木　政治(無線)
マーシャル

SSP折返し誘導

交通規制開始になりましたらコーン・バーのセットをお願いします。
競技終了後は元の場所に置いて下さい。

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ 1 高田　明恭

№1ポイント

林義夫

休暇村東館前

小倉友啓

片桐　元



エイジ・スーパースプリントバイクはスタッフは共通

休暇村東館北側カーブ　　　　　　　　 

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

選手の安全確認・誘導
カーブ注意
　注意喚起
エイジ 復路右側走行指示

交通規制開始になりましたらコーン・バーのセットをお願いしま
す。　　　　　　競技終了後は元の場所に置いて下さい。

№2ポイント

商工会・青経会5



エイジ・スーパースプリントバイクはスタッフは共通

ボランティア

バイクを安全に右側走行できるように誘導

選手の安全確認・誘導
カーブ注意
　注意喚起

エイジ 復路右側走行指示
追い越し禁止指示

№3ポイント

休暇村東館北側カーブ
商工会・青経会6

交通規制開始になりましたらコーン・バーのセットをお願いしま
す。　　　　　　競技終了後は元の場所に置いて下さい。



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 マーシャル
ボランティア

選手の安全確認・誘導
　 (SSP)　直進誘導

エイジ　復路バイク右車線へ誘導

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)

№4ポイント

交通規制開始になりましたらコーン・バーのセットをお願いしま
す。　　　　　　競技終了後は元の場所に置いて下さい。

小田が浜園地駐車
場入り口前

中村　勇治8(SS周回チェック)→4 

商工会・青経会7



エイジ・スーパースプリントバイクはスタッフは共通

ボランティア

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　復路右側走行指示

№5ポイント

箕浦吉弘
バイクが安全に走行できるように誘導

急カーブ　1



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

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

№6ポイント

商工会・青経会8

急カーブ2



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

№7ポイント

商工会・青経会9

急カーブ3



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
選手の安全確認・誘導 ボランティア

　注意喚起 ボランティア

急カーブ　

マーシャル
マーシャル

折り返し誘導

周回チェック

エイジ
カーブ連続注意!! 指示

交通規制開始になりましたらコーン・バーのセットをお願いしま
す。　　　　　　競技終了後は元の場所に置いて下さい。

№8ポイント

SSP折り返し

スーパー
スプリント

中村　勇治8(SS周回チェック)→4 

樋口常博 (無線)8(SS周回チェック)→10 

西村謙太郎
辰巳 行伸　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

選手の安全確認・誘導

　注意喚起

カーブ連続注意!! 指示

№9ポイント

商工会・青経会10

急カーブ　4



堀切港からくる車は迂回、バイクを安全誘導

選手の安全確認・誘導 ボランティア
マーシャル

車が来た時は、迂回をお願いする

№10ポイント

辰巳 行伸　8 (SS周回チェック)→10

樋口常博(無線) 8(SS周回チェック)→10 

交通規制開始の９時からコーン・バーのセットをお願いします。
競技終了後は元の場所に置いて下さい。

県道からまっすぐ東
方面に直進



三叉路でバイクを右折誘導　車は迂回をお願いする

ボランティア
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

車が来た時は、迂回をお願いする

矢印看板設置

交通規制開始の９時からコーン・バーのセットをお願いします。
競技終了後は元の場所に置いて下さい。

市道堀切白王大中
線三叉路

№11ポイント

(滋賀銀行)　6
椋田　健二



ボランティア

三叉路でバイクは直進誘導　車の走行は控えて頂く

選手の安全確認・誘導
直進誘導
車が来た時は、迂回をお願いする

№12ポイント

(滋賀銀行)　7

市道堀切白王大中
線三叉路

交通規制開始の９時からコーン・バーのセットをお願いします。
競技終了後は元の場所に置いて下さい。



ボランティア
変則4差路でバイクを直進誘導　車の走行は控えて頂く

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。

スプリント・エイジ最後尾がスプリント先頭選手との
すれ違い可能あります。
キープレフトの指示をお願いします。

№13ポイント

(滋賀銀行)　8

交通規制開始の９時からコーン・バーのセットをお願いします。
競技終了後は元の場所に置いて下さい。

市道堀切白王大中
線交差点



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。

スプリント・エイジ最後尾がスプリント先頭選手との
すれ違い可能あります。
キープレフトの指示をお願いします。

№14ポイント

(滋賀銀行)　9

交通規制開始の９時からコーン・バーのセットをお願いします。
競技終了後は元の場所に置いて下さい。

市道堀切白王大中
線三叉路



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。

スプリント・エイジ最後尾がスプリント先頭選手との
すれ違い可能あります。
キープレフトの指示をお願いします。

№15ポイント

(滋賀銀行)　10

交通規制開始の９時からコーン・バーのセットをお願いします。
競技終了後は元の場所に置いて下さい。

市道堀切白王大中
線三叉路



三叉路でバイクは直進誘導
車の走行は控えて頂く

　王大中線三叉路 ボランティア

スプリント・エイジ最後尾がスプリント先頭選手との
すれ違い可能あります。
キープレフトの指示をお願いします。

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。

交通規制開始の９時からコーン・バーのセットをお願いします。
競技終了後は元の場所に置いて下さい。

№16ポイント

(滋賀銀行)　11
市道堀切白



三叉路でバイクは直進誘導
車の走行は控えて頂く

市道堀切白
　王大中線三叉路

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

スプリント・エイジ最後尾がスプリント先頭選手との
すれ違い可能あります。
キープレフトの指示をお願いします。

№17ポイント

(滋賀銀行)　12

交通規制開始の９時からコーン・バーのセットをお願いします。
競技終了後は元の場所に置いて下さい。



三叉路でバイクは直進誘導
車の走行は控えて頂く

市道堀切白
　王大中線三叉路

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

スプリント・エイジ最後尾がスプリント先頭選手との
すれ違い可能あります。
キープレフトの指示をお願いします。

№18ポイント

(滋賀銀行)　13

交通規制開始の９時からコーン・バーのセットをお願いします。
競技終了後は元の場所に置いて下さい。



三叉路でバイクは直進誘導
車の走行は控えて頂く

市道堀切白
　王大中線三叉路

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

スプリント・エイジ最後尾がスプリント先頭選手との
すれ違い可能あります。
キープレフトの指示をお願いします。

№19ポイント

(滋賀銀行)　14

交通規制開始の９時からコーン・バーのセットをお願いします。
競技終了後は元の場所に置いて下さい。



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

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

スプリント・エイジ最後尾がスプリント先頭選手との
すれ違い可能あります。
キープレフトの指示をお願いします。

№20ポイント

(滋賀銀行)　15

交通規制開始の９時からコーン・バーのセットをお願いします。
競技終了後は元の場所に置いて下さい。



矢印看板
竹ぼうき
赤テープ

スプリント・エイジ最後尾がスプリント先頭選手との ボランティア

すれ違い可能あります。

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

復路選手と往路選手が、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

往路
復路

交通規制開始の９時から追い越し禁止開始・解除ラインを赤テープで張って下さい

交通規制開始の９時からコーン・バーのセットをお願いします。
競技終了後は元の場所に置いて下さい。

市道堀切白王大中
線トンネル入口の

三叉路

陶器　陽介(大阪)

№21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

磯部喜男 ( IP無線)

清水　克(大阪)

学生1　鶴見昴

追い越し禁止開始・解除ライン



赤テープ
赤色灯

ボランティア
ボランティア

トンネルの左折・右折誘導

№21と22で連携をとる マーシャル

減速・追越し禁止　指示

選手の安全確認・誘導
選手同士の接触注意　指示　　
スプリント・エイジ最後尾がスプリント先頭選手との
すれ違い可能あります。

交通規制開始の９時から追い越し禁止開始・解除ラインを赤テープで張って下さい

往路

復路

赤色灯のＯＮ・ＯＦＦはTOにお願いします。

最終選手がトンネル不通過の場合
先頭選手に注意を促すために赤色灯を
点灯、最後尾通過後消灯します

交通規制開始の９時からコーン・バーのセットをお願いします。
競技終了後は元の場所に置いて下さい。

№22ポイント

学生2　松井大樹
滋賀中信

押谷　嘉治

トンネル出口から農道へ

追い越し禁止開始・解除ライン



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

白王町信号交差点
上り(彦根方面) 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

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



バイクは往復直進誘導　

牛舎従事者様専用路を設定のため道路幅狭い注意喚起

ボランティア

選手の安全確認・誘導

直進誘導

警

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

交通規制開始の９時からコーン・バーのセットをお願いします。
競技終了後は元の場所に置いて下さい。

№23ポイント

(滋賀銀行)　16

農道交差点



県道を横断するバイクを安全確認して誘導　(往復)

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の可能性有り注意

ボランティア

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
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

警　2名

      マーシャルの指示により
警備は車を止める

県道を曲ろうとする選手いるので注意喚起!!

№25ポイントより左走行への変更地点の誘導応援有り●大体の選手が周回へ入るまで

最終選手が周回に入れば解除します。

走行路変更地点は電柱2本目付近とします。
25

周回
　　　　　　　　周回離脱

県道 県道

24
電柱

●
電柱

右走行へ
変更地点

№24ポイント

学生3　北島智史

県道交差点

学生4　高橋怜央

交通規制開始の９時からコーン・バーのセットをお願いします。
競技終了後は元の場所に置いて下さい。

精鋭の交差点の経験者を望む

篠田　信一
音川和也



矢印看板
農道交差点 竹ぼうき

マーシャル
マーシャル 細見　敦史(京都)(合流ﾞﾁｰﾌ)

選手の安全確認・誘導 マーシャル

周回への合流は減速　周回選手を優先 マーシャル

バイクは直進誘導　合流注意
ボランティア

周回合流注意喚起　周回は左折 ボランティア
ボランティア

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

№24ポイントの左走行への変更地点の誘導応援有り●
大体の選手が周回へ入るまで、 最終選手が周回に入れば解除します。

走行路変更地点は電柱2本目付近とします。

25
周回

　　　　　　　　周回離脱

県道 県道

24
電柱

● 電柱

右走行へ
変更地点

交通規制開始の９時からコーン・バーのセットをお願いします。
競技終了後は元の場所に置いて下さい。

周回終了選手の右折誘導

米倉宏亨  ( 無線)チーフ

農道交差点手前約50m付近から周回終了選手に右折喚起する(ディスクコーンを置く

№25ポイント

学生6　内田力仁
学生7　鵜川真衣

　　

増本　徹(兵庫)
吉田　直人

学生5　毛利天



ボランティア

選手の安全確認・誘導
直進誘導

農道からの進入車両　迂回をお願いする

交通規制開始の９時からコーン・バーのセットをお願いします。
競技終了後は元の場所に置いて下さい。

№26ポイント

その他10
農道交差点



農道交差点
ボランティア

選手の安全確認・誘導
警

直進誘導

農道からの進入車両　迂回をお願いする

交通規制開始の９時からコーン・バーのセットをお願いします。
競技終了後は元の場所に置いて下さい。

№27ポイント

滋賀銀１７



ボランティア

矢印看板 ボランティア

竹ぼうき
マーシャル 太口　雅之(大阪) 

車の走行は自粛要請

バイクを左折誘導                          　
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　迂回をお願いする

交通規制開始の９時からコーン・バーのセットをお願いします。
競技終了後は元の場所に置いて下さい。

№28ポイント

滋賀銀１８
学生8　中矢早香

農道交差点



選手直進誘導

選手の安全確認・誘導 ボランティア

直進誘導

警

通行許可書が有る農耕車は選手の状況を見て往復横断
のみ可能とお伝えください

横断の場合は警備員2名で安全に横断させて下さい。

交通規制開始の９時からコーン・バーのセットをお願いします。
競技終了後は元の場所に置いて下さい。

№29ポイント

(滋賀銀行)　19

農道交差点



選手の安全確認・誘導 ボランティア

直進誘導

警

通行許可書が有る農耕車は選手の状況を見て往復横断
のみ可能とお伝えください

横断の場合は警備員2名で安全に横断させて下さい。

交通規制開始の９時からコーン・バーのセットをお願いします。
競技終了後は元の場所に置いて下さい。

№30ポイント

その他5

農道交差点



ボランティア

選手の安全確認・誘導 警

直進誘導

ドラフティング定点監視マーシャル 脚立使用

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

交通規制開始の９時からコーン・バーのセットをお願いします。
競技終了後は元の場所に置いて下さい。

№31ポイント

その他9

小谷　和弘　無線

通行許可書が有る農耕車は選手の状況を見て往復横
断　　　　　　　のみ可能とお伝えください

横断の場合は警備員2名で安全に横断させて下さい。

農道交差点



ボランティア

選手の安全確認・誘導 警

直進誘導

交通規制開始の９時からコーン・バーのセットをお願いします。
競技終了後は元の場所に置いて下さい。

通行許可書が有る農耕車は選手の状況を見て往復横断
のみ可能とお伝えください

横断の場合は警備員2名で安全に横断させて下さい。

№32ポイント

商工会・青経会12
農道交差点



                        
ボランティア

選手の安全確認・誘導 警

直進誘導
ドラフティング定点監視マーシャル 脚立使用

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

交通規制開始の９時からコーン・バーのセットをお願いします。
競技終了後は元の場所に置いて下さい。

竹下　直彦(和歌山)無線

№33ポイント

滋賀銀１

通行許可書が有る農耕車は選手の状況を見て往復横断
のみ可能とお伝えください

横断の場合は警備員2名で安全に横断させて下さい。

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

交通規制開始の９時からコーン・バーのセットをお願いします。
競技終了後は元の場所に置いて下さい。

№34ポイント

滋賀銀２

通行許可書が有る農耕車は選手の状況を見て往復横断
のみ可能とお伝えください

横断の場合は警備員2名で安全に横断させて下さい。

農道交差点



矢印看板 ボランティア

竹ぼうき ボランティア

マーシャル

左折５０m手前より、追越し禁止・減速指示

交通規制開始の９時からコーン・バーのセットをお願いします。
競技終了後は元の場所に置いて下さい。

選手の安全確認・左折誘導

その他8

№35ポイント

学生9　俣野広弥

高須　篤(大阪)

農道交差点

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。



農道交差点 矢印看板 ボランティア

竹ぼうき ボランティア

マーシャル

警
選手の安全確認・誘導

左折誘導

左折５０m手前より、追越し禁止・減速指示

交通規制開始の９時からコーン・バーのセットをお願いします。
競技終了後は元の場所に置いて下さい。

№36ポイント

学生10 甲岡昇大
その他6

馬越　寛晃(京都) 

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

ボランティア

直進誘導

選手の安全確認・誘導

定点監視 マーシャル 脚立使用

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

№37ポイント

滋賀銀3

内平 英彦(和歌山)無線

交通規制開始の９時からコーン・バーのセットをお願いします。
競技終了後は元の場所に置いて下さい。

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

№38ポイント

滋賀銀4

交通規制開始の９時からコーン・バーのセットをお願いします。
競技終了後は元の場所に置いて下さい。

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
ボランティア

直進誘導

№39ポイント

滋賀銀5

交通規制開始の９時からコーン・バーのセットをお願いします。
競技終了後は元の場所に置いて下さい。

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
ボランティア

選手の安全確認・誘導

直進誘導 警

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。

交通規制開始の９時からコーン・バーのセットをお願いします。
競技終了後は元の場所に置いて下さい。

№40ポイント

商工会・青経会11
その他7

農道交差点



、　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    　
農道交差点

バイクは直進誘導

選手の安全確認・誘導

ボランティア

定点監視 マーシャル 脚立使用

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

№41ポイント

片山　和良(大阪)無線

滋賀中信

交通規制開始の９時からコーン・バーのセットをお願いします。
競技終了後は元の場所に置いて下さい。

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

ボランティア

選手の安全確認・誘導

バイクは直進誘導

№42ポイント

その他4

交通規制開始の９時からコーン・バーのセットをお願いします。
競技終了後は元の場所に置いて下さい。

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。


