
開場

1 大北 一磨 -

2 菊川 光徳 - エキスポ設置

1 市川 洋二 - 受付：★全体 移動

2 井上 美子 - 受付：チケット

3 奥村 春奈 - 受付：参加賞

4 加藤 未悠 - 受付：参加賞

5 摂南大学 - 受付：301-400

6 摂南大学 - 受付：301-400

7 摂南大学 - 受付：401-445

8 摂南大学 - 受付：501-626

9 摂南大学 - 受付：501-626

10 摂南大学 - 受付：701-757

11 摂南大学 - 受付：101-200

12 摂南大学 - 受付：101-200

13 摂南大学 - 受付：201-300

14 摂南大学 - 受付：201-300

15 奥村（交野市役所） -

16 吉田（交野市役所） -

1 岡 誠司 ◎6名 白旗池 湯沸し

2 車 ひろし 岡 湯沸し

3 井口 智香子 岡

4 鈴木 彩華 岡 湯沸し

5 摂南大学(男子) 岡

6 摂南大学(男子) 岡

7 摂南大学（女子） 松浦

8 摂南大学（女子） 松浦

9 摂南大学（女子） 松浦

10 加藤 正枝 [救護] 吉野 エキスポ設置

11 中嶋 厚子 [救護] 吉野 エキスポ設置

1 山田 一夫 ◎2名 野外活

2 岡田 明美 山田

- Sotoaso（　　　） ◎1名 集合

1 山田 廣文 ◎4名 白旗池 エキスポ設置

2 森田 靖志 山田廣

3 中原 労 山田廣

4 大崎 善弘 山田廣

5 藤原 崇 Sotoaso

6 吉野（交野市役所） ◎4名 白旗池

7 藤木（交野市役所） 吉野

1 河瀬 茂宏 ◎6名 郡南P エキスポ設置

2 小田 夏輝 河瀬

3 杉本 寿範 河瀬 エキスポ設置

4 下村 和也 河瀬

5 金田 裕一 河瀬

1 最勝寺 進 河瀬 エキスポ設置 カメラ撮影（フリー）

2 神谷 友佳 - カメラ撮影（スタート・ゴールエリア）

1 黒川 弘樹 ◎5名 くろんど エキスポ設置

2 荒井 雅人 黒川

3 渋川 純一 黒川 エキスポ設置

4 川副 雄貴 黒川

5 杉浦 信之 黒川

1 佐伯 悟 - エキスポ設置

2 瀬尾 祐樹 -

3 大西 隆司 - エキスポ設置

4 コース 松浦 新太郎 ◎5名 郡南P エキスポ設置

5 救護 中嶋隆 [救護] ◎1名 郡南P エキスポ設置

1 北村泰宏 - エキスポ設置

2 MC（　　　　　） -

開場

17:00

選手の動き 受付開始 整列 スタート レース 抽選会 表彰式① 表彰式②

11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00移動車両 駐車場 7:00 8:00 9:00 10:00

スイーパー 閉場

総括
ボラ受付

集合
本部 スタート誘導 本部（緊急対応・表彰式）

スタートエリア 片付け
エキスポ設置 スタート誘導 本部（緊急対応・表彰式）

受付・本部

ボラ受付

集合
受付準備

説明

移動 スタート誘導

本部（緊急対応・表彰式）

手荷物預り所

移動 体育館内片付け

手荷物預り所 ゴール誘導

体育館内片付け

ゴール

抽選会

準備

休憩

ゴール誘導 抽選会・アンケート スタートエリア片付け

手荷物預り所

移動

手荷物預り所 ゴール誘導

手荷物預り所 休憩

集合

受付

準備

説明

ゴール誘導

手荷物預り所 ゴール誘導

集合 体育館内入口：消毒・検温 移動 スタート誘導 ゴール・抽選会準備 休憩 抽選会・アンケート　※手荷物預り所フォロー

車移動

（岡）
休憩

スタートエリア片付け

集合

説明
移動 体育館内片付け

手荷物預り所

集合

Sotoaso

湯沸し

荷積み 車移動

（岡）
エイド設営 白旗池（エイド・誘導・CP1）　※交代で休憩30分

車移動

（松浦）
白旗池（エイド・誘導・CP1）　※交代で休憩30分

車移動

（松浦）
休憩

集合 体育館内・受付誘導 スタート誘導
車移動

（吉野）
白旗池（エイド・誘導・CP1）　※救護優先　※交代で休憩30分

車移動

（吉野）
休憩 スタートエリア 片付け

CP2 集合 体育館内・受付誘導 車移動（山田一） 枚方野外活動センター（CP2）　※交代で休憩30分 車移動（山田一） 休憩 スタートエリア 片付け

エイド

星の里いわふね⇔白旗池

※荷物運搬

星の里いわふね⇔白旗池

※送迎1名

星の里いわふね⇔白旗池

※荷物運搬、送迎1名

交野山 集合

エキスポ設置

手荷物預り所
車移動

（山田廣）

ありじごくの小径～白旗池～交野CCの道渡し～交野山山頂～鳥居まで　※交代で休憩30分

車移動

（山田廣） 休憩

スタートエリア 片付け
手荷物

預り所
スタート誘導

車（Soto） 車（Soto）

磐船街道：交差点・横断歩道誘導
車移動

（吉野）

車移動

（吉野）
休憩

車移動

（河瀬）

休憩 スタートエリア 片付け

撮影 集合 スタートエリア 片付け

郡南街道 集合 エキスポ設置
体育館内

受付誘導
車移動

（河瀬）

郡南街道　いきものふれあい駐車場　※交代で休憩30分

車移動

（黒川）
休憩 スタートエリア 片付け

スイーパー

集合 エキスポ設置

磐船街道

交差点

横断歩道

誘導

スタート誘導 スタート～白旗池
白旗池

にて待機

傍示峠 集合 エキスポ設置
手荷物

預り所

車移動

（黒川）

【往路】くろんど園地ゲートから傍示・かいがけの道まで　※交代で休憩30分

【復路】生駒側・郡南街道からくろんど園地まで（くろんど園地駐車場）

本部・救護（フリー） ゴール誘導

音響 集合 音響 片付け

白旗池～ゴール

スタートエリア 片付け
スタート誘導

車移動

（松浦）

白旗池（エイド・誘導・CP1）にて待機 白旗池～枚方野外～白旗池～ゴール

コース誘導（フリー） 車（松浦） 休憩

スタート誘導

7:00 8:00 9:00 10:00 11:00

選手の動き 受付開始 整列 スタート レース

12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

表彰式① 表彰式② スイーパー 閉場抽選会


