
第5回全国高等学校トライアスロン選手権（2022/那須塩原）

兼いちご一会とちぎ国体トライアスロン競技リハーサル大会

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リハーサル大会（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リハーサル大会（競技役員向け）

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。

mailto:nagashima.masamitsu@rainboe.plala.or.jp
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/news/2020/05/01/995/


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 岸田 吉史

競技副委員長 福嶋 稔

総務委員長 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 川添 勝

メディカル代表 塚原 純雄

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

統括技術員 伊藤 一博

統括審判員 川添 勝

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

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 (各パートのチーフTO)

SCTO Sub-Chief Technical Official サブチーフ・テクニカル・オフィシャル (各パートのサブチーフTO)

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   TO集合と輸送

6   大会概要

5   TOスケジュール

２

9:00 栃木県TO集合 キョウトウ青木フィールド

10:30 県外TO集合 キョウトウ青木フィールド

16:30 TO解散

6:30 TO集合 戸田調整池周辺特設コース

13:00 TO解散

7/23(土)

7/24(日)

公共交通機関利用TOはシャトル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。
競技役員も全て青木サッカー場駐車場に駐車ください。会場までシャトルバスを運行し
ます。
国体リハ大会TO輸送計画
いちご一会とちぎ国体トライアスロン競技リハーサル大会（シャトルバス・駐車場案内）
大会関係車両駐車券

概略のスケジュールですが、参照ください。
国体リハーサル大会TOスケジュール

いちご一会とちぎ国体トライアスロン競技リハーサル大会大会概要
全国高等学校トライアスロン選手権概要 JTU

8   競技日程

7   大会会場図

全国高等学校トライアスロン選手権コースマップ

全国高等学校トライアスロン選手権競技スケジュール
競技全体タイムスケジュール

9   審判心得とドレスコード

審判員心得、ドレスコード

10   スタートリスト

全国高等学校トライアスロン選手権スタートリスト

https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2022/07/国体リハ大会TO輸送計画_202220712.pdf
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/news/2022/06/20/838/
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2022/07/大会関係車両%E3%80%80駐車券.pdf
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2022/07/国体リハ_TOスケジュール.pdf
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/news/2022/06/23/167/
https://www.jtu.or.jp/national_championships/highschool/info.html
https://www.jtu.or.jp/national_championships/highschool/course.html
https://www.jtu.or.jp/national_championships/highschool/schedule.html
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2022/07/TO%E7%94%A8%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB%EF%BC%88HP%E6%8E%B2%E8%BC%89%E3%83%AA%E3%83%8F%E5%A4%A7%E4%BC%9A%EF%BC%89.xlsx
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2022/06/%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%83%AA%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%AB%E5%A4%A7%E4%BC%9A_TTrA.pdf
https://www.jtu.or.jp/national_championships/highschool/startlist.html


10   スターリスト

13   新型コロナ感染防止ガイドライン

11   TO体制と配置

TO配置表、無線計画、他
コース図
コースブロック図、固定TO詳細図

12    アスリートガイド

2022高等学校選手権_那須塩原_アスリートガイド

新型コロナウィルス感染防止ガイドライン
GLOBAL SAFETY イベント登録方法

GLOBAL SAFETYご利用ガイド(イベント検索キーワードは fd3nn29dcu です)

体調管理チェックシート

14   種別・種目 制限時間

男子/女子：スーパースプリントディスタンス（ドラフティング許可レース）
スイム：スイムスタートから10分、フィニッシュ：スイムスタートから60分

15   レースコース固定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.   会場入り口で検温実施後フィニッシュゲート付近の①競技本部で当日受付をお願いします。

無線は受付で受け取ってください。フィニッシュライン沿いの ㊵ TO控所に荷物置き場

を設置しますが、貴重品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1.6km、ランTOは1.1Kmありますがよろしくお願いいたします。

4.    コース上にトイレはありません。

近隣のお店や民家を借りず、本部かスイム会場のトイレを使用してください。

5.    レースは午前中に終了予定です。昼食は本部まで戻ってからお弁当を配布します。

いちご一会とちぎ国体トライアスロン競技リハーサル大会 会場付近全体図

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。

16   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。

緊急時対応計画（20220713時点）
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https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2022/07/%E6%A0%83%E6%9C%A8%E5%9B%BD%E4%BD%93%E3%83%AA%E3%83%8F%E5%A4%A7%E4%BC%9ATO%E9%85%8D%E7%BD%AE_20220711.xlsx
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2022/07/0708_%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E5%9B%B3%EF%BC%88TO%E9%85%8D%E7%BD%AE%EF%BC%89.pdf
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2022/07/0708_%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E5%9B%B3.pdf
https://www.jtu.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/national_championshipshighschool_AthleteGuide.pdf
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2021/08/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%B9%E6%84%9F%E6%9F%93%E9%98%B2%E6%AD%A2%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B32022_06_23.pdf
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2021/08/GLOBAL-SAFETY%E7%99%BB%E9%8C%B2%E6%96%B9%E6%B3%95.pdf
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2022/07/%E3%81%94%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89_20220614.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/news/2022/06/23/167/
https://nasushiobara-kokutai2022.jp/uploads/2022/07/%E3%80%902022.7.13%E6%99%82%E7%82%B9%E3%80%91-%E9%AB%98%E6%A0%A1%E9%81%B8%E6%89%8B%E6%A8%A92022_%E7%B7%8A%E6%80%A5%E6%99%82%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E8%A8%88%E7%94%BB_.pdf


17     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7/23（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。

（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10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60秒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)個人等ホールは、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。
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）ラン

1)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）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)バイクで周回遅れのカットオフが無いため、ラン周回選手の直進とバイク降車選手の
トランジション入りで交差が発生します。その場合、ラン優先で誘導します。(ブロック図22）

3)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。
4)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。
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17     競技規則・ローカルルール

（8）周回ボード

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

（9）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。

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。

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。

（10）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)バイク試走前に固定ポイントの設置をお願いします。
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。

（7）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。
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。
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18     改訂履歴

1) 2022年7月15日 ドラフト版作成 番号220715 作成者 TD：長嶋政光
2) 2022年7月17日改訂1 表紙、P3、P5 番号220717 改訂者 TD：長嶋政光


