
スタート班要領
■ ６月５日(日）

スーパースプリント（ジュニアの部）

 7:00～7:30　　 トランジションオープン

 7:00～7:45　　 アンクルバンド配付／入水チェック／ウォームアップ 受付統括

 7:45～7:55　　　 　スタートセレモニー チーフ 原田　雄二 STA

 8:00　　　　　 スイム一斉スタート  レースNo.1～15 サブチーフ 辰市　亜矢子 STA

スタンダード（エイジの部、リレーの部）

 7:00～8:30　 トランジションオープン ① Iwatani産業

 7:30～8:30　 アンクルバンド配付／入水チェック／ウォームアップ ① 近江八幡市市長

 8:40～8:55　　　 スタートセレモニー ① 青経会　代表

 9:00～　　　　  レースNo.101～519(男子） ② 竹中　英 STA

 レースNo.601～677(女子) ③ 辻　信造 STA

 レースNo.701～706(リレー） ④ 原田　雄二 STA

⑤ 辰市　亜矢子 STA

スプリント（パラの部）

 7:00～8:30　 トランジションオープン

 7:30～8:30　 アンクルバンド配付／入水チェック／ウォームアップ 観察・誘導

 8:40～8:55　　　 スタートセレモニー ⑥ 田島　一成 STA

 9:20　　　　 スイム一斉スタート  レースNo.801～810(パラ） ⑦ 小畑　政光 STA

誘導

⑧ 有江　和美　　 STA

・スーパースプリントはウォームアップ後、スタート位置に横一列に並ばせてスタートセレ ⑨ 山田　正和 OPTA

　 モニーの後、一斉スタートさせる。 ⑩ 小山　久美子

11 佐々木　政治 KTA

・エイジの部はウォームアップ後速やかにスタートラインへ誘導する。 12 竹中真由美

13 平木　琢也 KTA

14 西村　太志 STA

誘導・看板表示

15 山本　順子 STA

16 上田　奈緒美

17 上田　芹奈

18 上田　凌也

誘導

19 細見　麻理 KTA

20 青谷　大地 STA

21 松宮　五治 KTA

22 佐々木　政治 KTA

スタートは3秒毎に

4名づつのローリン

グスタート スタータ補助

タイムキーパー

メインスタータ

メインスタータ

メインスタータ

メインスタータ補助

スタータ

スイムスタート（スタンダード・スプリント）

ローリングスタート採⽤ ２周⽬へ
 ４名づつ３秒間隔でホイッスルの合図でスタート

ラン⾛路 ㉒ 必要機材・物品
ラン⾛路（フィニッシュへ） ・三角コーン 12

⑥⑦ スーパースプリント⽤通路 ・トラバー 9
４⼈づつ ㉑ ・ゴミ箱 2 （マスク回収）
３秒毎 ・ビニール袋 10 （予備含む）

ローリングスタート位置 ・スタートホーン 3 （予備含む）
 メガネ預かり ⑧ 計測マットから１０ｍ以上離す ・プッシュ式ホイッスル 1
エイドステーション ⑨ ・ストップウォッチ 2

・紅⽩旗 3
⑩ ・看板４枚（25分以内、30分以内、35分以内、35分以上）

⑪ ・看板 エイジスイム待機場所
スプリントスイム待機場所

⑫ ⑳ スタッフ
セットアップ⽤ ① メインスタータ

⑬ 臨時出⼊口 ② メインスタータ補助
リレー用
バイクラック

（消毒マット） ③ スタータ 辻もしくは⽵中
④ スタータサポート
⑤ タイムキーパー

リレー選手
出入口 ⑥ 監察・誘導

⑦ 監察・誘導
⑲ ⑧～⑭ 誘導

⑮～⑱ 誘導・看板表示
⑳～㉒ 誘導

⑭ ⑮ 25分以内 ⑯30分以内 ⑰35分以内 ⑱35分以上 浜辺監視はスイム担当
スタートは中村スイムチーフのOK確認後

スタンダード スイムスタート前待機場所
前回のジュニアは40分でレース完了

予想タイム５３分が１名

遅くても５０分で終わると予想されるが
最悪は計測レーンで１名分の⾛路確保要

スプリント スイムスタート待機場所

遊歩道

交番
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W C スイムスタート位置まではスーパースプリント終了後に
ローリングスタート地点まで待機状態のまま移動
スーパースプリントは湖岸より一⻫スタート

計測マット

①②
③④⑤

🏊 🏊🏊 🏊🏊 🏊🏊🏊

試泳エリア

スイム試泳へ

ス
イ
ム
試
泳
へ

試
泳
後
ス
タ
｜
ト
待
機
場
所
へ

レース中の選⼿以
外は計測場所に近
づけないこと



受付班　要領
■前日受付 ６月４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　　：１３：００～１７：００ チーフ 清水小百合 STA

入り口付近で検温と消毒、マスクは必須 サブチーフ 北畑まゆみ STA

選手案内係

□選手案内係 入口付近で選手を受付へ誘導 岸　智子 OPTA

消毒をしてもらい検温する 辰市　亜矢子 STA

QRチェックシステムにてバーコードを確認してから受付 小畑　茂子 STA

出場決定通知書・身分証明書を準備させる

忘れた人バーコードが出ない選手は相談コーナーへ誘導

□窓口係 窓口係
窓口は下記番号分けで２つ設けます。
① レースNO.１～１５（スーパースプリント） 窓口係統括

レースNO.７０１～７０６(リレー)、８０１～８０９（パラ） 山本　順子 STA

レースNO.１０１～３３０ 細見　麻理 KTA
② レースNO.３３１～５２４、６０１〜６８１ ＋円尾選手

八田準一郎 STA

八田　知加 STA

藤川　真依
神谷　光代
安川　有加里 OPTA

窓口毎に４人で以下の作業を分担します。 川崎　勉

久郷誠

・本人確認の為身分証明書を提示してもらう。 岡田ひろみ

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

・リストバンドを装着する係（名前と番号を確認する）

・選手支給バッグを渡す係２人（名前と番号を確認する）

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)
出場辞退者にはリストバンドをつけず、支給物のみ渡す。

・Tシャツ、その他支給品は受付後の横において選手に取ってもらう。

・当日健康チェックシートを渡して、当日の朝に必ず記入して持ってくる様に案内する。

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

・出場決定通知書忘れてきた。→　免許証等で本人確認 相談コーナー

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 仲宗根　達也 HTA

当該選手の氏名、レースNO.を控えておく 増本　徹 HTA

・選手支給内容に間違い等があった場合の対応

・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)

・QRチェックシステムについてはネオに相談
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受付班　要領
■当日受付　アンクルバンド渡し　6月５日(日)　

スタッフ集合 ：6：00

受付時間 スーパースプリント ：7：00～7：45 チーフ 清水　小百合 STA

スタンダード　 ：7：30～8：30 サブチーフ 山本　順子 STA
※サーマルカメラにて監視するため検温は無し サブチーフ 北畑　まゆみ STA
ただし各自の消毒は各窓口にて行う。

□窓口係 窓口係
窓口は下記番号分けで４ケ所設けます。 安川　有加里 OPTA

白木育美
① レースNO.１～１５（スーパースプリント） 辻　小百合

レースNO.７０１～７０６(リレー)、８０１～８０９（パラ） 松澤　正典
レースNO.１０１～２００ 岡田ひろみ

② レースNO.２０１～３３０ 樋口愛美
③ レースNO.３３１～４６０ 平山美佐子

④ レースNO.４６１～５２４、６０１〜６８１　　＋円尾選手 塩谷啓子

窓口毎に２人で以下の作業を分担します。
・事前にアンクルバンドを机の上に番号順に並べておく
・当日健康チェックシートを受け取ってからアンクルバンドを取ってもらう。
健康チェックシートに異常があればメディカルへ案内する。

・名簿にラインマーカーでチェックする係
・選手が取るアンクルバンドを確認する係

□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 岸　智子 OPTA

マジックでナンバーを腕に記載する 細見　麻理 KTA

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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①
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フィニッシュ班　要領

■ 共通事項

フィニッシュは感動のシーンです。

笑顔で「おめでとう」「おつかれさま」などの声を掛け、温かく迎えてあげてください。

フィニッシュ担当は、選手が次々と続く時間帯はかなり忙しいです。

適宜交代し、休憩を取りながら業務に当たってください。

備考

■ 全体統括 北畑まゆみ チーフ STA

上位着順確認／速報掲示／ 佐藤　哲也 サブチーフ STA

 フィニッシュエリアに選手が滞留しないよう、エイドへ誘導／ 山本　順子 受付業務終了後 STA

下記ボランティア業務の指導、補佐／　他

今回は同伴フィニッシュは認めません。

■ フィニッシュテープ係

今回はフィニッシュテープは無しで行います。

■ マスク配布（全体統括担当） 細見　麻里 受付業務終了後 KTA

・ゴール後すぐに手指消毒をしてもらい、マスクをかけてもらう。 村山　広茂

マスクは自分で取ってもらう。 奥村　充

■ アンクルバンド回収

・今回はアンクルバンドは各自で外してもらって回収BOXに入れてもらう。 北畑まゆみ チーフ STA

選手に呼びかける。 辰市　亜矢子 STA

樋口　愛美 受付業務終了後

・競技終了後、回収したアンクルバンドを、計測担当

　（NEOシステム社）に渡す。（チーフ担当）

・リタイアした選手のアンクルバンドが随時返却されて

　くるので、他の選手とは分けてリタイア選手用の箱に

　入れておく。（チーフ担当）

　（NEOシステム社）に渡す。（チーフ担当）

■ 完走タオル渡し係

・完走選手一人に１枚渡す。 佐藤　哲也 サブチーフ STA

・リレーの部と分かる選手には３枚渡す。(分からなければ１枚で良い） 脇坂育代

リレーのレースナンバーは700番台です。 脇坂ななみ

福坂　淳子

フィニッシュした選手はエイドステーションに誘導してください。 福坂　友希

（フィニッシュ近辺に滞留しないように）

■ 上位着順確認 山本　順子 STA

・フィニッシュライン真横に立ち、上位選手の着順を確認する。

　特にゴールスプリントになった場合に目視判定を行う。

■ 同伴フィニッシュ は今回は認めません。

■ 計時タイマーコントロール 佐藤　哲也 サブチーフ STA

８時 ：スーパースプリントの競技開始のタイミングで、スタートをかける。

９時 ：スタンダードのスタートの少し前にタイマーをリセットし、９時の

競技開始と同時に計時スタートをかける。

(この時点でスーパースプリントの競技はまだ終了していないが、

スタンダードの計時を優先する)

スタンダートはスイム1周回目25分の制限時間があるため、

スイム終了までは、浜のUターン位置近辺にタイマーを配置する。

その後はフィニッシュに移動させる。



前日受付

名簿数 受付数 欠場数

スーパースプリント(No.1～15) 15

パラ(No.801～810) 9

リレー(No.701～706) 6

スタンダード男子(No.101～330) 230

スタンダード男子(No.331～524) 194

スタンダード女子(No.601～681)＋円尾選手 82

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 ）

521

参加　総数（リレーは１人として計算） 536

参加　総延べ数（リレーは３人として計算） 548

受付１

受付２



当日受付（アンクルバンド渡し）

名簿数 受付数 欠場数

スーパースプリント(No.1～15) 15

パラ(No.801～809) 9

リレー(No.701～706) 6

スタンダード男子(No.101～200) 100

受付2 スタンダード男子(No.201～330) 130

受付3 スタンダード男子(No.331～460) 130

スタンダード男子(No.461～524) 64

スタンダード女子(No.601～681)＋円尾選手 82

スタンダード　総数

(パラ・リレー含む)(リレーは1人として）
521

参加　総数（リレーは１人として計算） 536

参加　総延べ数（リレーは３人として計算） 548

受付１

受付4


