
いちご一会とちぎ国体トライアスロン競技会

TOマニュアル

本大会におきましては、日本各地より多数のTO各位に参加いただきましたことを

深くお礼申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。

技術代表（TD） 長嶋 政光

nagashima.masamitsu@rainbow.plala.or.jp 090-3476-3884

このマニュアルに記載の詳細は、いちご一会とちぎ国体トライアスロン競技会（競技役員向け）ペー
ジに掲載しております。合わせて確認お願いします。

いちご一会とちぎ国体トライアスロン競技会（競技役員向け）(nasushiobara-kokutai2022.jp)

紙削減のため、TOの皆様へ印刷しての配布はいたしません。必要な部分は各自準備お願いします。
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1   大会役員・実行委員会

3   略語一覧

2   審議委員

役職 氏名

競技委員長 岩城光英

競技副委員長 福嶋 稔

競技副委員長 園川 峰紀

レースディレクター(RD) 小池 賢

統括技術員 伊藤 一博

統括審判員 花井 哲

メディカル代表 笠次 良爾

競技委員 櫻井 潤一郎

技術代表(TD) 長嶋 政光

審判長(HR) 伴 伸夫

中央競技団体代表 関根 明子

主催競技団体代表 櫻井 潤一郎

技術代表(TD) 長嶋 政光

TO Technical Official テクニカル・オフィシャル（審判員）

TL Team Leader チームリーダー

TD Technical Delegate 技術代表

HR Head Referee 審判長

CTO Chief Technical Official チーフ・テクニカル・オフィシャル

SCTO Sub-Chief Technical Official サブチーフ・テクニカル・オフィシャル

VO Volunteer ボランティア

MD Medical メディカル、医療チーム

TTrA 一般社団法人 栃木県トライアスロン協会
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4   大会概要

トライアスロン競技要項 トライアスロン競技日程

いちご一会とちぎ国体那須塩原市開催競技PR動画（参考資料）- YouTube

https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2020/05/37_%EF%BC%88%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%AD%E3%83%B3%EF%BC%89%E5%AE%9F%E6%96%BD%E8%A6%81%E9%A0%85%EF%BC%88%E7%A2%BA%E5%AE%9A%EF%BC%89%E6%A0%83%E6%9C%A8%E7%9C%8C.docx
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2020/05/37-1_%E3%80%90%E6%97%A5%E7%A8%8B%E3%80%91%EF%BC%88%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%AD%E3%83%B3%EF%BC%89%E9%82%A3%E9%A0%88%E5%A1%A9%E5%8E%9F%E5%B8%82.docx
https://www.youtube.com/watch?v=1olWWyrDHTg


5   TO集合・受付と輸送

7 TOスケジュール

9:00 9:00集合グループ受付 キョクトウ青木フィールド体育館

11:30 11:30集合グループ受付 キョクトウ青木フィールド体育館

16:30 16:30集合グループ受付 キョクトウ青木フィールド体育館

17:20 TO解散

6:00 ホテル泊TO出発→送迎バスで移動 ホテルロビー前

5:55～6:25 TO集合→シャトルバスで移動 キョクトウ青木フィールド駐車場

6:40 検温・、無線・給水受領 戸田調整池周辺特設コース

7:00 TO配置、各パート別出席確認 戸田調整池周辺特設コース

16:10 TO解散

10/1(土)

10/2 (日)

公共交通機関利用TOは送迎バスでの輸送を計画しています。
大会当日、会場付近に駐車場がありません。競技役員は全て青木サッカー場駐車場に駐車してください。
会場までシャトルバスを運行します。栃木県TO5:55～県外TO6:05～のシャトルバス乗車に協力ください。
20221002_トライアスロン計画バス運行計画表

当日の受付はありません。会場到着後各パート別集合場所に移動してチーフへ出席確認報告をしてくだ
さい。
配置前に無線配布者はTOテントで無線を受け取ってからパート別集合場所に移動してください。

駐車券のWeb配信はありません。駐車台数管理の為駐車券は郵送で配布します。
コピーなどの複製は厳禁です。必ず原本を車両に掲示してください。

国体 TO輸送計画 (nasushiobara-kokutai2022.jp) 送迎バス乗車名簿
シャトルバス・駐車場案内 (nasushiobara-kokutai2022.jp) キョクトウ青木フィールド配置図
シャトルバス時刻表（トライアスロン） (nasushiobara-kokutai2022.jp) 開催案内【観戦ゾーンのご案内】

国体_TOスケジュール_0913.pdf (nasushiobara-kokutai2022.jp)
RunSheet（0922）

公共交通機関利用TOは送迎バスでの輸送を計画しています。
大会前日のみ、会場付近に駐車場を用意します。前日は輸送バスはありませんので、
コース下見などは各自乗り合わせで移動してください。
各グループとも集合後にTO受付・検温＆ID受領装着・健康管理状況確認・交通費受け取
りをお願いいたします。
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6   大会会場図

いちご一会とちぎ国体トライアスロン競技会メイン会場図（0831）
いちご一会とちぎ国体トライアスロン競技会コース図 (nasushiobara-kokutai2022.jp)

https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2020/05/20221002_%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%AD%E3%83%B3%E8%A8%88%E7%94%BB%E3%83%90%E3%82%B9%E9%81%8B%E8%A1%8C%E8%A8%88%E7%94%BB%E8%A1%A8.xlsx
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2022/08/%E5%9B%BD%E4%BD%93%E3%80%80TO%E8%BC%B8%E9%80%81%E8%A8%88%E7%94%BB.pdf
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2022/08/%E9%80%81%E8%BF%8E%E3%83%90%E3%82%B9%E4%B9%97%E8%BB%8A%E5%90%8D%E7%B0%BF_0822.pdf
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/news/2022/04/12/820/
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2020/05/0831_%E3%82%AD%E3%83%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%82%A6%E9%9D%92%E6%9C%A8%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%EF%BC%88%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E4%BC%9A%EF%BC%89.pdf
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2022/04/%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%88%E3%83%AB%E3%83%90%E3%82%B9%E6%99%82%E5%88%BB%E8%A1%A8%EF%BC%88%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%AD%E3%83%B3%EF%BC%89-1.pdf
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2022/04/%E9%96%8B%E5%82%AC%E6%A1%88%E5%86%85%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7HP%E7%94%A8.png
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2020/05/%E5%9B%BD%E4%BD%93_TO%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%82%B7%E3%82%99%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB_0913.pdf
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2020/05/2022_%E6%A0%83%E6%9C%A8%E5%9B%BD%E4%BD%93_Run-Sheet_0922.pdf
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2020/05/0831_%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E4%BC%9A%E5%A0%B4%E5%9B%B3%EF%BC%88%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E4%BC%9A%EF%BC%89.pdf
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2022/08/0822_%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E5%9B%B3%EF%BC%88%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E4%BC%9A%EF%BC%89-1.pdf


8  大会当日各パート別集合場所
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➋TO控所テント

➌選手受付テント➍アスリートラウンジテント

➎ランエイドテント

➏フィニッシュエイドテント

➐表彰式会場用テント

➊競技本部テント

➑記録本部テント1，各パート別集合場所

2，デブリーフィング

大会終了後、TOの皆さんはフィニッシュゲート付近及びTO控え所テントにお戻りください。
5:40～16:20の間トランジションエリアのバイクピックアップと個人ホイールの返却は那須塩原
市職員に立会いをお願いしています。表彰式と別の場所で同時進行で簡単なTOミーティング後、
フィニッシュゲートでTO集合写真を撮って解散しましょう。
帰りはトランジションエリア入口付近でシャトルバス乗車となります。
国体 TO輸送計画（0924）

配置グループ 集合場所
競技本部 ➊ 競技本部テント
メディカル ➊ 競技本部テント
コントロールセンター ➋ TO控所テント
レジストレーション ➌ 選手受付テント
トランジッション ➍ アスリートラウンジテント
ホイールステーション ➎ ランエイドテント
エイド ➏ フィニッシュエイドテント
アスリートラウンジ ➍ アスリートラウンジテント
PB ➎ ランエイドテント
周回ボード ➎ ランエイドテント
スイム ➍ アスリートラウンジテント
バイク ➐ 表彰式会場用テント
モーターバイク ➐ 表彰式会場用テント
ラン ➐ 表彰式会場用テント
フィニッシュ ➑ 記録本部テント

https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2020/05/%E5%9B%BD%E4%BD%93%E3%80%80TO%E8%BC%B8%E9%80%81%E8%A8%88%E7%94%BB0924_2-1.pdf


11  気象条件による競技距離の変更：プランX

アスリートガイドとちぎ国体0912

9   種別・種目

（1）競技規則

公益社団法人日本トライアスロン連合競技規則及び大会特別ルールを適用する。

（2）競技方法

一選手が3種目（スイム 1.5km・バイク 40km・ラン 10km）の競技を連続して行い、

その合計タイムを競う。

プランA スイム バイク ラン

トライアスロン 1.5Km 40Km 10Km

プランB スイム バイク ラン

スプリント 0.75Km 20Km 5Km

プランC ラン バイク ラン

デュアスロン 5Km 40Km 10Km

プランD スイム ラン バイクコース1周 5Km

アクアスロン 1.5Km 10Km ランコース2周 5Km

プランE（競技中止） ラン バイクコース2周 10Km

体験イベント：ラン 15Km ランコース2周 5Km

天候や競技環境が不十分な場合は、事前の計画に従って、デュアスロン（第１ラン・バイク・第２ラン）

に変更する場合がある。さらに、３種目いずれか、又は全ての距離を短縮もしくは中止する場合がある。

なお、変更した場合は、開始時間を調整する。

スイム・バイクとも実施不可の場合は国体トライアスロン競技は中止とし、希望者は体験イベント

としてランニングを実施する。

変更等については、競技会主催者が現場の状況に応じて取り決めることとする。

12   審判心得とドレスコード

ドレスコード心得_いちご一会とちぎ国体トライアスロン競技.pdf (nasushiobara-kokutai2022.jp)
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10   スタートリスト

トライアスロン選手参加者一覧 那須塩原市 (nasushiobara-kokutai2022.jp)

いちご一会とちぎ国体トライアスロン競技会公式掲示板（選手・監督向け） (nasushiobara-kokutai2022.jp)

国体コース図（0908） いちご一会とちぎ国体ローカルルール0912 アスリートガイドとちぎ国体0912

https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2022/04/%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AB%E3%82%99%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%99%E3%81%A8%E3%81%A1%E3%81%8D%E3%82%99%E5%9B%BD%E4%BD%930912.pdf
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2022/08/%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E5%BF%83%E5%BE%97_%E3%81%84%E3%81%A1%E3%81%94%E4%B8%80%E4%BC%9A%E3%81%A8%E3%81%A1%E3%81%8E%E5%9B%BD%E4%BD%93%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%AD%E3%83%B3%E7%AB%B6%E6%8A%80.pdf
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2022/04/02_37-2_%EF%BC%88%E7%A6%8F%E3%83%BB%E6%9D%B1%EF%BC%89%E3%80%90%E7%B5%84%E5%90%88%E3%81%9B%E3%80%91%EF%BC%88%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%AD%E3%83%B3%EF%BC%89%E9%82%A3%E9%A0%88%E5%A1%A9%E5%8E%9F%E5%B8%82%E3%80%80%E7%AC%AC%EF%BC%93%E6%AC%A1%E6%A1%88.pdf
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/news/2022/04/05/787/
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2020/05/0908_%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E5%9B%B3%EF%BC%88%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E4%BC%9A%EF%BC%89.pdf
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2022/04/%E3%81%A8%E3%81%A1%E3%81%8E%E5%9B%BD%E4%BD%93%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AB0912.pdf
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2022/04/%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AB%E3%82%99%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%99%E3%81%A8%E3%81%A1%E3%81%8D%E3%82%99%E5%9B%BD%E4%BD%930912.pdf


10   スターリスト

15  新型コロナ感染防止ガイドライン

13  TO体制と配置

国体TO配置計画（0914） 国体コースブロック図 国体コースTO配置図 国体TO無線計画

国体コース詳細図 国体TO名簿_TTrA .pdf 国体TO名簿_県外.pdf

16    競技説明会資料

キョクトウ青木フィールド体育館レイアウト

準備中 競技説明会資料は競技説明会終了後にアップします

とちぎ国体ローカルルール0912.pdf (nasushiobara-kokutai2022.jp)

いちご一会とちぎ国体競技会における新型コロナウイルス感染症 感染防止対策ガイドライン【第4版】
GLOBAL SAFETY イベント登録方法
GLOBAL-SAFETYご利用ガイド（アプリインストール～イベント登録）
体調管理チェックシート

14  競技コースTOの移動方法・他

1. 大会当日は青木サッカー場駐車場に駐車し、シャトルバスで会場に移動となります。
青木サッカー場→シャトルバス降車場所まで約2.6km

2.    TO控所に荷物置き場を設置しますが、貴重品等は自己管理でお願いします。
3. コース上の固定TO配置までは徒歩移動をお願いします。

バイクTOで一番遠いところで1.5km、ランTOは1.0Kmありますがよろしくお願いいたします。
4.    コースのブロック8及びブロック18付近に仮設トイレを設置します。

近隣のお店や民家を借りず、本部か会場・コースの仮設トイレを使用してください。
5.    昼食ですが、保健所の指導によりコース上へのお弁当配達と路肩食事はできません。

申し訳ありませんが、本部まで戻ってお弁当を食べてください

固定配置の略号
B1、R1：それぞれのBikeTO、RunTOの配置番号
BB1、RB1：BikeBase,RunBaseの略で主にボランティアの番号
他に那須塩原市職員、交通指導員、警備員などの配置があります。

17  緊急時対応計画

1．緊急時はレース中であっても救急車をバイクコース・ランコースに入れます。
（人命最優先）その場合バイクをスローダウンさせて救急車優先の誘導をお願いします。
2．ブロック13では右折でのコース侵入もありますので配置TOの誘導をお願いします。
3．メディカル用のモーターバイクもコースに入ります。
4．基本的にはバイクコースの順方向に走行です。ランも同様です。
国体2022_緊急時対応計画_（0924）
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コロナ禍関連は競技役員全員のPCR検査・自宅出発当日の朝に抗原検査・2週間の健康管理です。
抗原検査結果はスマホなどで写真撮影して受付で提示してください。
皆様のご協力をお願いいたします。検査キットは大会本部から皆様のご自宅に郵送します。
健康管理はGLOBAL SAFETYまたは紙ベースのチェックシートで2週間前の9/17から実施ください。

https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2020/05/%E6%A0%83%E6%9C%A8%E5%9B%BD%E4%BD%93%E5%A4%A7%E4%BC%9ATO%E9%85%8D%E7%BD%AE_20220914.xlsx
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2022/08/0822_%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E5%9B%B3%EF%BC%88%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E4%BC%9A%EF%BC%89-1.pdf
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2022/08/0822_%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9TO%E9%85%8D%E7%BD%AE%E5%9B%B3%E5%9B%B3%EF%BC%88%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E4%BC%9A%EF%BC%89-1.pdf
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2022/08/%E5%9B%BD%E4%BD%93%E3%80%80%E7%84%A1%E7%B7%9A%E8%B2%B8%E5%87%BA%E4%B8%80%E8%A6%A7-1.pdf
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2020/05/0831_%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E5%9B%B3%EF%BC%88%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E4%BC%9A%EF%BC%89.pdf
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2022/08/%E5%9B%BD%E4%BD%93TO%E5%90%8D%E7%B0%BF_TTrA-1.pdf
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2020/05/国体TO名簿_県外-1.pdf
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2020/05/%E9%9D%92%E6%9C%A8%E4%BD%93%E8%82%B2%E9%A4%A8%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%EF%BC%88%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E4%BC%9A%EF%BC%89.pdf
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2022/04/%E3%81%A8%E3%81%A1%E3%81%8E%E5%9B%BD%E4%BD%93%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AB0912.pdf
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2020/05/%E3%81%84%E3%81%A1%E3%81%94%E4%B8%80%E4%BC%9A%E3%81%A8%E3%81%A1%E3%81%8E%E5%9B%BD%E4%BD%93%E7%AB%B6%E6%8A%80%E4%BC%9A%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87%E3%80%80%E6%84%9F%E6%9F%93%E9%98%B2%E6%AD%A2%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%80%90%E7%AC%AC4%E7%89%88%E3%80%91.pdf
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2022/04/%E6%B7%BB%E4%BB%98%E8%B3%87%E6%96%991_%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E7%99%BB%E9%8C%B2%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D%E6%96%B9%E6%B3%95.pdf
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2022/04/%E6%B7%BB%E4%BB%98%E8%B3%87%E6%96%991%E5%8F%82%E8%80%83_GLOBAL-SAFETY%E3%81%94%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%EF%BC%88%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB%EF%BD%9E%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E7%99%BB%E9%8C%B2%EF%BC%89.pdf
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2021/08/%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%EF%BC%88%E6%A1%88%EF%BC%89%E4%BD%93%E8%AA%BF%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%80%80%E6%A7%98%E5%BC%8F%EF%BC%91%EF%BD%9E%EF%BC%93-1-1.xlsx
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2020/05/%E3%80%902022.9.24%E6%99%82%E7%82%B9%E3%80%91-%E5%9B%BD%E4%BD%932022_%E7%B7%8A%E6%80%A5%E6%99%82%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E8%A8%88%E7%94%BB_.pdf


18     競技規則・ローカルルール

（1）スイムスタート

1)スタートグリッドは10/1（土）のポンツーンドローで決めます。
2)選手はトランジションエリア西側のスロープから入水し、泳いでポンツーンに移動して
自分のグリッドに入ります。入水直前まで選手はマスク着用です。

3) TOはあらかじめ岸から徒歩でポンツーンに移動して、選手の整列を待ちます。
4)選手全員が決められたグリッドに入ったことを確認後、ホーンで一斉スタートとなります。

ポンツーンレイアウト

（2）フォルススタート

1)フォルス・スタートの選手には、第1トランジションにて15秒間のタイムペナルティを課します。
2)スイムフォルススタート撮影TOはポンツーンの両側に分かれて撮影。フォルススタートが
発生した場合は映像を審判長に見せて判断を仰いでください。

3)スイムフォルススタート撮影TOは乗車ライン、降車ライン撮影も兼任ですので、
スイムスタート後は速やかにトランジッションエリアに移動してください。

（3）バイクドラフティング
1）許可（ドラフティングレース)
2）周回遅れになった際もカットオフとはならず、競技の継続を認めます。
周回遅れになった選手は、先行周回の選手へのドラフティングを禁止します。
ドラフティング違反の場合はランペナルティボックスにて2分のタイムペナルティを課します。

3）バイク移動TOは周回遅れの選手のドラフティグ違反を検出できるように務めてください。

（4）ホイールステーション

1）女子個人用ホールは、8:00～9：00に個人用ホイールステーションで選手から受託します。
男子個人ホイールは11:30～12:30に個人用ホイールステーションで受託してください・

2） TOはホイールにレースナンバーなどの識別付け、チェックシートなどで管理します。
3）ニュートラルホイールステーションTOは、ホイールステーションまで運搬して設置してください。
4）アーレンキー・ドライバー等、お手持ちの範囲で携帯できる工具を持参ください。
ディスクブレーキ対応のホイール交換時に使用する可能性があります。
ただし、選手に工具類を渡すまでとし、TOによる作業援助は禁止です。

5）女子終了後、個人ホールを路肩スペースに仮置きし、男子の個人用ホイールを受託します。
6）女子・男子ホイールはWS-個人で競技終了後に返却してください。

ニュートラルで交換した個人ホイールはWS-個人で、競技終了後に貸し出したニュートラルで
個人ホイールと引き換えで交換します。

（5）トランジションエリア

1）トランジションのタイムは、バイクパートの競技時間に含まれます。
乗車ライン・降車ラインはトランジションエリアに含まれます。

2）乗車ライン、降車ラインの撮影はスイムフォールスタート撮影TOが兼任します。
3）女子バイクレース終了後、男子バイクチェックインまでに、女子バイクを搬出してください。

B1･B13･R1･R8など周辺のTOはバイク搬出のサポートをお願いします。

アスリートラウンジ振り分け 選手更衣室レイアウト
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https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2020/05/0825_%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%B3%EF%BC%88%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E4%BC%9A%EF%BC%89-1.pdf
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2020/05/%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%82%B8.pdf
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2020/05/0831_%E9%81%B8%E6%89%8B%E6%9B%B4%E8%A1%A3%E5%AE%A4.pdf


19     競技規則・ローカルルール

（7）周回ボード

1）バイクは5Km×8周回、乗車ライン後に残り周回数を掲示します。
2）ランは4周回ですが、トランジション出口からフィニッシュ間は5回走ります。

周回ボードはフィニッシュゲートへの分岐後に掲示します。(ブロック図13)
コースの都合により、バイクとランの周回ボード位置は違う場所になります。

3）女子終了後に女子トランジッションエリアの女子バイク搬出があります。
周辺のTOはサポートをお願いします。

（8）エイドステーション

1)）エイドステーションは中学生のボランティアさんが約40名手伝ってくれます。
エイドTOはボランティアさんを統括し、あらかじめ人数の振り分けを検討ください。
適時交代でボランティアさんの休憩時間を作って下さい。
先生方も給水などの業務を希望しています。お手伝いをお願いしてください。

2）給水は全てペットボトルで行います。TO監視のもと、ボランティアさんがペットボトルの
キャップを開けて、手のひらを上に向けて乗せて手渡しします。
4か所のエイドとも同じオペレーションになるよう、事前にTO同士で統一してください。

3）マスク・手袋を着用し、定期的に手指の消毒を促してください。
4）給水後の空ペットボトルの回収を行います。ペットボトル渡しと回収は担当を分けて業務し、

適時ペットボトル渡しと回収を交代させてください。
ペットボトル回収からペットボトル渡しに交代する場合、手指を消毒し手袋を交換してから
ペットボトル渡しを担当します。

5）エイドステーションにおいては、リタリングボックスを設置しますが、暑さなどで選手がボトルを
持って競技することが予想されます。リタリングについては柔軟な対応で容認をお願いします

（6）フィニッシュ
1）フィニッシュにおける意図的な同着は禁止、発生した場合は審判長に報告して判断を仰いでください。
2）複数の競技者がほぼ同時にフィニッシュした場合は、フィニッシュTOが着順判定を行います。

なお、写真判定システムも導入します。
3）選手自らアンクルバンドを外して所定の回収箱へ入れるよう促してください。

マスクを配布し、マスク着用を促してください。
4）フィニッシュテープは2名の中学生のボランティアさんが担当する予定です。
テープの持ち方・離し方をご指導下さい。なお、トップ選手のみとし、後続選手には使いません。
女子選手に使用したフィニッシュテープはTOが消毒して、男子選手に使用します。

5）フィニッシャータオルはボランティアさんによって選手にかけてあげます。かけ方などの
指導をお願いします。
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20 バイク・ランTO

（1）ラン移動TO

1）ラン競技距離を10.00Kmに合わせる為、ブロック18にランの折り返しを設置します。
前日にランコースの距離を測定して折り返しポイントの場所を決めてください。
距離測定担当TOは、TO配置表で指定してあります。

2）大会当日はこの折り返しポイント設定を周辺の固定TOと協力して設置をお願いします。

（3）バイク・ラン固定TO

1) ）固定配置場所の詳細はブロック図を参照ください。
2）リハーサル大会時のコース設定写真集も合わせて参照ください。
3）固定ポイントの設置完了後、お近くのエイドステーション、ホイールステーション設置を

サポートしてください。
4）ブロック1及びブロック15のバイク折り返しポイントにはモーターバイクを退避できる

スペースを確保した設定をお願いします。
5）ブロック13フィニッシュゲート入口には一般観衆の横断路（クロスポイント）があります。

B2・B6・R2配置のTOでバイクコース選手誘導、ランコース選手誘導、および一般観衆の
クロスポイント誘導をお願いします。

6）ブロック15会場入り口から昼食用のお弁当を台車で搬入します。
ラン競技中の搬入もありますので、ラン選手の途切れたタイミングで誘導ください。

7）ブロック18にランコース距離合わせの折り返しを設置します。リハーサル大会では
直接右折でした。ラン移動TOと協力して折り返しの設定をお願いします。

8）女子終了後にトランジッションエリアの女子バイク搬出があります。
B1･B2･B6･B13･R1･R2･R8など周辺のTOはサポートをお願いします。

（2）バイク・ラン移動TO

1）先導・最後尾・移動審判は車両へそれぞれの表示とビブスを準備しますので、
掲示・着用してして業務ください。

2）トップ選手・最後尾選手の位置情報確認システムを導入します。
移動TOの皆さんは位置情報発信器を携帯してください。

3）モーターバイクチームは、ブロック1及びブロック15バイク折り返しポイントの
モーターバイク退避場所設定をお願いします。

4）緊急時はメディカル担当のモーターバイクTOはメディカルをタンデム乗車させて
現場に搬送します。
メディカル判断で救急車がコースに入る場合はモーターバイクTOの先導が必要です。
メディカル担当モータバイクが本部に戻るか、モーターバイク移動TOが先導するかは
無線で連絡しあって決めてください。
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バイクコース動画－いちご一会とちぎ国体トライアスロン競技会 - YouTube

いちご一会とちぎ国体リハーサル大会写真集PowerPoint 

一会とちぎ国体トライアスロン競技コース詳細図.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=Hehu123cyeA
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2020/05/%E5%9B%BD%E4%BD%93%E3%83%AA%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%AB%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E5%86%99%E7%9C%9F%E9%9B%86-_20220901.pdf
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2020/05/0831_%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E5%9B%B3%EF%BC%88%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E4%BC%9A%EF%BC%89.pdf


21 一般観覧者ゾーン

（1）ゾーニングコントロール

1）下図のように競技コース、選手・監督・関係者ゾーン、一般観覧者ゾーニングをします。

2）各配置のTOはゾーニングコントロールをお願いします。
①フィニッシュ入口付近にランコースのクロスポイントを設定します。
ラン選手の切れ間で一般観覧者の横断誘導をお願いします。

②ガードレールの内側（池側）が一般観覧者の歩道となります。（写真1参照）
ランコースに出ないよう誘導をしてください。

③スタートエリアの一般観覧者エリアはフェンス開口部から調整池に入ります。（写真2参照）
トランジションエリア拡大図
④トランジションエリアの両側が選手・監督・関係者ゾーンですが、競技中はトランジション
エリアを通過しての往来は出来ません。競技中は戸田調整池を1周回しての移動となります。
競技中以外はTO誘導でトランジションエリアを通過させてください。

3）一般観覧者はPCR検査・抗原検査を受けていませんので、選手・監督・関係者エリアへの
立ち入りは出来ません。事情を説明して協力を頂いてください。
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① ②

④

写真2 観覧エリア入口写真1 一般観覧者歩道

③
②

https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2020/05/%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-%E6%8B%A1%E5%A4%A7%E5%9B%B3.png


21     改訂履歴

1) 2022年9月2日 ドラフト版作成 番号220902 作成者 TD：長嶋政光
2) 2022年9月7日 選手・監督向け公式掲示板ページリンク、

新型コロナウイルス感染症対策リンク、WS運用方法追記
番号220907

3）2022年9月14日 エイドステーション、フィニッシュ運営方法変更
個人用ホイール返却方法追記、デブリーフィング変更
PCR検査・抗原検査追記 番号220914

4）2022年9月21日 女子個人ホイール仮置き追記、一般観覧者ゾーン追記
番号220921

4）2022年9月23日 デブリーフィング変更 番号220923
5)  2022年9月24日 トライアスロン計画バス運行計画表、新型コロナガイドライン追記

番号20220924
6)  2022年9月27日 緊急時対応計画リンク Run sheetリンク 番号20220927
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