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かたのビッグロックトレイル 2022 サポートスタッフマニュアル 

（いつ？）:時間の把握、（どこで？）:場所の把握、（何をする？）:業務の把握 

緊急連絡及び当日の連絡先（本部）市川：090-8881-8908、大北：090-3059-5626（Sotoaso）072-807-8916 

【集合・解散場所・時間】 

■開催日：2022 年 2 月６日（日） ■集合時間：07:30 ■解散時間：17:30 

■集合・受付場所： 『星の里いわふね』交野市立いわふね自然の森スポーツ・文化センター（大阪府交野市私市 9-4-8） 

※アクセス：京阪電車 交野線「私市駅」下車 徒歩８分、ＪＲ学研都市線「河内磐船駅」下車 徒歩 23 分 

※大会前日（2/5）、当日（2/6）に車でご来場される方は事前にお申し出ください。（台数制限あり） 

※お申込みいただいた方は、大会当日駐車許可証をプリントアウトしてダッシュボードに置いて、私市小学校にお停めください。 

 

【感染予防対策】 

大会開催にあたり、参加選手、ご家族、ご友人などの応援者、大会スタッフ、地域の方々の安全、安心を第一に考え、新型コロナウ

イルス感染症などの感染拡大防止に取り組み、以下の感染予防対策を実施します。 

■大会スタッフは、下記の感染予防対策を徹底し、実施お願いします。 

① マスクの着用またはフェイスシールドの着用。※マスク 1 枚、フェイスシールド 1 枚（エイド班）支給します。 

② 30 秒以上の手洗いとうがいの励行。 

③ 手指のアルコール消毒。 

④ 受付・エイドステーション内での手袋の着用。 

⑤ 十分な距離（ソーシャルディスタンス＝できるだけ２ｍ以上（最低 1m））の確保。 

⑥ 健康チェックリスト提出とレース前１週間検温、当日の体温測定。 

⑦ 大阪コロナ追跡システムの登録。（当日の確認作業は致しません） 

⑧ 新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA)の登録（アプリダウンロード）。（当日の確認作業は致しません） 

⑨ 大きな声での会話や応援、ハイタッチやハグなどの禁止。 

 

【スケジュール（前日準備、大会当日）】 ※集合時間、解散時間を把握お願いします。 

【2 月５日（土）】：前日準備 

12:30 集合 Sotoao 集合・出欠確認 

17:30 解散 ※時間が許す方は 20:00 頃まで作業ありますので、お手伝いいただけると助かります。 

（作業内容）物品の仕分け準備、駐車場装飾、テント搬送・設置、コースマーキング、夕方から体育館内設営 

【2 月 6 日（日）】：大会当日 

07:30 集合 星の里いわふね（第 2・３駐車場（立体駐車場）） 集合・出欠確認 

全体ブリーフィング（説明）（５分）、各班毎のブリーフィング（説明）（５分） 

上記説明後、各担務毎に分かれ準備開始（別途お渡しする各スタッフ担当業務表をご確認ください） 

※車で来られる方：駐車場は、運営用車両の以外は、私市小学校となりますので、07:15 にはご来場ください。 

※運営用車両は星の里いわふね第１駐車場にお停めください。 
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   08:00 体育館開場 

   参加者には、マスク着用、体育館入口にて体温チェッカーにて検温、スタッフにてアルコールで手指消毒後、入場してもらい、受付 

開始まで体育館内で待機してもらいます。準備完了後、順次受付開始します。 

08:15 大会受付開始 

ゼッケン番号毎のテーブルにて、誓約書提出、ゼッケン目視で本人確認とし、IC チップ入りリストバンドを渡し、別テーブルで抽選券

＋食事券＋ドリンク券：1 部、500 円バウチャー、参加賞を渡す。※ビニール袋は必要方のみに渡す。 

※受付時間＝A：09:00 まで、B：09:15 まで、C：09:30 まで、D：09:45 まで（スタート 30 分前まで） 

08:30  BIGROCK OUTDOOR FES 2022 メーカーブースオープン（平面駐車場） 

※入口付近に設置されたアルコールで手指消毒、会場内はマスク着用 

09:00  スタート整列開始（立体駐車場２階） 

※整列時間＝A：09:00-0919、B:09:20-09:34、C：09:35-09:49、D：09:50-10:04 

09:30 スタート開始 リストバンド（計測チップ）をかざして約 5 秒毎に 1 人のウェーブスタート 

※スタート時間＝A：09:30~09:44、B：09:45~09:59、C：10:00~10:14、D：10:15~10:29 

10:30 スタート完了 

11:30 飲食ブースオープン  

11:30-45 トップゴール予定時刻（ゴールのボリュームゾーンは 13:30～15:00 頃） 

12:30 抽選会開始 

13:00-59 途中関門 CP1：白旗池（往路）スタートから 3 時間 30 分 

※関門時間＝A：13:00~13:14、B：13:15~13:29、C：13:30~13:44、D：13:44~13:59 

※上記時間帯は本人に確認し、経過の方は関門未通過失格（DNF）、リストバンド（計測チップ）回収し枚方野外活動セン 

ター方向へは進ませず、ゴールへ向けて（交野山方向）進んでもらうよう案内してください。 

CP1：第 1 エイド・白旗池（往路）※エイド入場前、CP2：枚方野外活動センター 

14:00 表彰式①：上位入賞 

15:30 表彰式②：年代別 

16:30 ゴール関門閉鎖（スイーパー到着） 

17:00 大会終了 

17:30 撤収作業完了後、解散 ※20:00 頃まで撤収作業を行います可能な方はお手伝いお願いいたします。 

【２月 7 日（月）】：大会翌日：コース清掃を予定しております。 

 

【スタッフ配置一覧] 

担務内容は下記をご確認ください。詳細は当日各リーダーより説明いたします。事前にご質問等があればメールにてご連絡ください。 

 

【コースマップ、緊急連絡表】 

 後日または大会当日にお渡しします。 

 

【大会当日の業務場所に関して】 

【本部・受付】[本部・受付総括リーダー：市川] 

[業務場所]星の里いわふね（受付：体育館 1 階、更衣室：体育館 2 階、本部・スタート：第２駐車場、第３駐車場） 

【エイド・CP1】[エイド・CP 総括リーダー：岡] 

[業務場所]白旗池（いきものふれあいセンター）（第１エイド＆チェックポイント 1） 

【CP2】[担当リーダー：山田一夫] 

[業務場所]白旗池（枚方野外活動センター）（チェックポイント２） 
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【コース・全体】[コース総括リーダー：松浦] 

[業務場所]コース全体。進行状況にあわせて移動しながらコース班をフォロー 

【交野山】[担当リーダー：山田廣文] 

[業務場所]ありじごくの小径～白旗池～交野 CC 車道（トンボ池）～交野山～鳥居 

【郡南街道】[担当リーダー：河瀬] 

 [業務場所]いきものふれあいセンター駐車場周辺・郡南街道（府道 7 号） 

【傍示峠】[担当リーダー：黒川] 

[業務場所]かいがけの道入口（傍示）～くろんど園地ゲート～郡南街道（県道 7 号） 

【スイーパー・前半】[担当リーダー：佐伯] 

  [業務場所]スタート～白旗池（CP1）～ゴール 

【スイーパー・後半】[担当リーダー：大西] 

  [業務場所]白旗池～枚方野外活動センター（CP2）～ゴール 

【救護】[総括リーダー：中嶋] 

  [業務場所]本部に待機 

【撮影】[総括リーダー：最勝寺] 

  [業務場所]コース上、スタートゴール会場 

 

【大会当日の業務内容に関して】 

  【受付：101-757】 

①誓約書受取り＞②リストをチェック（ゼッケン番号・名前確認）＞③ゼッケン番号と同じリストバンドを渡す＞④参加賞受取ブース 

を案内（ゴム手袋着用） 

  【受付：チケット・参加賞】 

①チップを受け取った人に【1.ネックゲーター、2.シリコンカップ、3.抽選券＋食事＋ドリンク券（1 部）、4.500 円券（1 枚）】の 

４つを 1 人１つずつ渡す＞②体育館 2 階が更衣室、手荷物預り所はスタートエリアにある旨案内（ゴム手袋着用） 

  【体育館内・受付誘導】 

①ゼッケン番号の書かれた列に 1 列で並んでもらう＞②体育館 2 階が更衣室、手荷物預り所はスタートエリアにある旨案内   

  【手荷物預り所】 

【スタート前】①選手に油性マジックでステッカーにゼッケン番号を書いてもらい、ビニール袋の見える位置に貼り付けてもらい受取る＞ 

②全選手がスタートした後に受取った荷物をゼッケン番号順に並び変える（軍手または手袋着用） 

【ゴール後】①ゼッケン番号を確認してゼッケン番号と同じ手荷物を渡す。 

  【スタート誘導】 

  ①手荷物預り所の近くの階段より立体駐車場に上がってもらう＞②奥から 2 列に並んで約 5 秒間隔でチップをかざしてスタート 

  【ゴール、抽選会準備】 

   ①スタート時からのレイアウトの変更や抽選会景品などを陳列させる 

  【ゴール誘導】 

  ①ゴールテープ＞②チップをかざしてゴール＞③IC チップ回収＞③完走証渡し＞④手荷物預り所案内 

  【抽選会、アンケート】 

  ①アンケート記入＞②チケット回収＞③ガラガラ抽選 1 回（ゴム手袋またはビニール手袋着用） 

  【湯沸し・荷積み】 

  Sotoaso のカフェエリアでお湯を沸かす 9L×5 タンク、食材等積み込みをする 

  【エイド設営】 

  テント設置、ドリンク、食材を並べる、ストーブの設置 
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  【白旗池（エイド・誘導・CP1）】 

  ドリンク、食材を並べて、補充しながら選手に提供する（フェイスシールド、ゴム手袋着用） 

  【エキスポ設置】 

  テントの設置など 

【磐船街道交差点・横断歩道誘導】 

誘導棒にて横断歩道誘導 

【枚方野外活動センター（CP2）】 

 チップをかざしてもらう 

【ありじごくの小径～白旗池～交野 CC 車道（トンボ池）～交野山～鳥居】 

 上位区間にてハイカーや車との接触がないように誘導する（ハイカー優先、車優先） 

【いきものふれあいセンター駐車場周辺・郡南街道】 

 上位区間にてハイカーや車との接触がないように誘導する（ハイカー優先、車優先）※車道は左側通行、車優先 

【かいがけの道入口（傍示）～くろんど園地ゲート～郡南街道】 

 上位区間にてハイカーや車との接触がないように誘導する（ハイカー優先、車優先）※車道は左側通行、車優先 

 

【リタイア（途中棄権/DNF）のランナーに関して】 

■[途中棄権者の対応について] 

選手が自走可能（休めば下山できる）の場合：エイドドステーションまで移動していただくように案内してください。 

エイドステーションで途中棄権の手続きを行うよう伝えてください。特に汗冷えなどに注意してもらうようご案内ください。 

エイドステーションでの手続き方法：ゼッケン番号を確認、チップ回収、DNF カードを渡す。 

※途中関門の CP1：白旗池（往路）スタートから 3 時間 30 分 

スタッフによる搬送はありません。但し、選手が自走不可能の場合は、本部で対応しますので、本部の指示を仰いでください。 

消防署への連絡は救護（中嶋隆）から行います。混乱を避ける為、各エイド、コース誘導から直接消防署に連絡はしない 

ようにお願いします。 

■[けが等の緊急時の対応について] 

① 選手に途中棄権の意思を確認してください。 

② 本部・救護班（中嶋隆）までにけが等の状況を連絡し、指示を仰いでください。 

③ 選手には、その場で待機してもらってください。 

※ 緊急時（脱水症、低血糖症等）以外は、選手に飲食物等を提供しないでください。また、薬は提供しません。 

※ 途中棄権者が出る都度、本部・救護（中嶋隆）まで報告してください。 

 

【大阪コロナ追跡システムについての登録または新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA)の登録】 

かたのビッグロックトレイル 2022 公式サイトより、大阪コロナ追跡システムまたは下記より事前にダウンロードをお願いいたします。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html 

 

【その他注意事項】 

・大会当日の昼食及び飲み物は各自でご用意ください。昼食代としてお 1 人様 1,000 円支給いたします。 

・必ず健康保険証をお持ちください。 

・参加誓約書兼感染予防対策健康チェックリストをお送りするのでダウンロード印刷し、ご記入いただき、ご持参ください。 

・雨具、防寒具、行動食、飲料水等各自必要な装備品等は、各自の判断でお持ちください。カイロはご用意いたします。 

・選手の映像、記録、写真、新聞等の記事、雑誌、テレビ、インターネット等への掲載権は、主催者に帰属します。 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html

