
６.スタッフ業務内容 ※スタッフ名簿は別紙参照 
 

【山岳スタッフ：地図 10~19 配置の方】 
誘導 10 【鈴木 勝仁】 

誘導 11 【佐藤 光和】 

誘導 12 【秋好 比呂也】 

誘導 13 【伊藤 康弘】 

誘導 14 【布田 真宣】 

誘導 15 【三浦 健宏】※「この先ゼッケンチェックがあります」と呼びかけをお願いします。 

誘導 16 【長谷川 貴子（リーダー）】※選手の通過チェックをお願いします 

誘導 17 【佐藤 光雄（リーダー）】 

誘導 18 【高橋 博之】 
誘導 18 【吉田 軽春】 

誘導 19 【姉崎 巧】 

 
①4時に会場へお越しいただき交通費¥2000を受け取り後、ミーティングにご参加ください。 
 
②ミーティング後、水とスポーツドリンク（各 500ml）を全員ご持参下さい。 
※鈴木さん、佐藤光和さん→秋好さんの車で有屋登山口へ。 
※三浦さん、伊藤さん→布田さんの車で有屋登山口へ。 
※吉田さん、姉崎さん、→高橋博之さんの車で蒲沢登山口へ移動をお願いします。 
 
③各自、配置いたしましたら配置番号のみで結構ですので、メッセンジャーか LINEでご報
告いただけたら幸いです（※電波が通じないエリアの方は不要です） 
 
④スィーパー（後走）が通過したら。 
※鈴木さん、佐藤光和さん、秋好さん、伊藤さんまでの配置の方は撤収開始をして下さい。

有屋登山口に到着後は選手の通過チェックの確認が出来るまで駐車場で待機をお願いしま

す。 
※布田さん、三浦さんは選手の通過チェックが終わるまではスィーパー通過後も待機でお願

いします。携帯の電波が繋がらない際はスィーパー通過しましたら配置 16の長谷川さんが
居る神室山頂まで一度移動をお願いします。全員通過確認のメッセンジャーが流れたら下山

をお願いします。 
※長谷川さん、佐藤光雄さんは神室山頂で全員通過の際も台山尾根方面の捜索にも行ってい

ただく可能性がありますので、蒲沢エイドでのチェックが終わるまで小屋で休憩及び待機を

お願いします。 



※高橋博之さん、吉田さん、姉崎さんは配置位置で電波が通じてたら「蒲沢エイド」での全

選手の通過チェックが終わるまで、スィーパー通過後もその場で待機をお願いします。全選

手の通過確認のメッセンジャーが流れましたら下山をお願いします。 
通じてない際は一度スィーパーと下山をしていただき、電波が通じるエリアで待機か島津さ

んの居る「蒲沢エイド」で待機をお願いします。不明者が居た際は申し訳ありませんが、再

度蒲沢登山口まで車で向かっていただき 4名で権八小屋方面まで捜索をお願いします。 
 
⑤万が一その場でリタイヤの方が居た際はメッセンジャーで「ゼッケン番号」「リタイヤ場所」

「リタイヤ理由」「負傷の有無」を報告後なるべく選手の方と一緒に下山をお願いします。 
※自力で下山出来ないなどの緊急の場合は携帯電話でご報告をお願い致します（電波が通じ

ない際はマーシャルランナーが通じる所まで向かい連絡を入れますので、負傷者の方が居た

際はその場で一緒に待機をお願いします） 
 
※長谷川さん→名簿をお渡ししますので通過チェックをお願いします。 
スィーパーとマーシャルが通過した時点で全員通過の有無のご報告をメッセンジャーでお

願いします。通過されていない方が居た場合はゼッケンナンバーと名前の報告をお願いし

ます。 
有屋口に下山を開始している鈴木さん、佐藤光和さん、秋好さん、伊藤さんに配置 13の八
幡神の分岐までの状況を電波が届く方から確認します。（電波の悪いエリアですので、電波

の繋がる方から繋がっていない方へ不明者の共有をお願いします） 
第一捜索として長谷川さん→光雄さんの山頂小屋までお願いします。 
三浦さん、布田さん→一度神室山山頂まで行って二人合流しながら、二股まで戻りながら

の捜索をお願いします。 
鈴木さん、佐藤光和さん、秋好さん、伊藤さんには同コースをまた上がって来ていただい

ての捜索をお願いします。 
第二捜索としては長谷川さん、佐藤光雄さんで「西の又コース」布田さん、三浦さんで

「パノラマコース」に行っていただく可能性も視野に入れておりますので先ずは第一捜索

を無理せずお願いします。 
 
※島津さん・宮澤さん（蒲沢エイド兼務）→名簿をお渡ししますので、宮澤さんにゼッケ

ンを読み上げていただき通過チェックをお願いします。スィーパーとマーシャルが通過し

た時点で全員通過の有無のご報告をメッセンジャーにお願いします。通過されていない選

手が居た際はゼッケンナンバーと名前の報告をお願いします。 
第一捜索として山頂に居る長谷川さん、佐藤光雄さんは権八小屋方面に向かって下山をし

て下さい。 
高橋博之さん、吉田さんは配置位置にいる際は権八小屋から神室小屋山頂に進んでいただ

き、長谷川さん達と挟んでの捜索をお願いします。 
姉崎さんも配置 19からそのまま権八小屋方面に上がっての捜索をお願いします。 



島津さんは不明者が居た時点で、佐藤里香さんから蒲沢登山口まで送っていただき、姉崎

さんを追いかける形で権八小屋方面までの捜索をお願いします。 
第二捜索としては権八小屋から「大山」「はきかえ峠」方面も視野に入れておりますが地図

を見る限り道が悪路の可能性もあるので、本部の方でも第一捜索中に検討してから指示し

ます。先ずは大山尾根と沢付近での捜索を無理せずお願いします。 
 
⑤下山後会場に戻り次第そのまま帰宅される方についてはメッセンジャーか LINEでご報
告及び大山か横山にお声がけをお願いします。 
 
 

【誘導スタッフ：地図 1〜9、20〜28 配置の方】 

①5時に会場にお越しいただき、交通費¥2000を受け取り後誘導のミーティングにご参加下

さい。 

②説明後、矢印マーク（トイレ等で現場から離れる際に使用）を持参の上移動をお願いいた

します。 

〔移動方法〕※路上駐車の際は必ず左側にお駐め下さい。 

※1〜5の方→徒歩で移動をお願いします。 

※6.7.22の方→路上駐車可能です。7の岡部さんと 22の樋渡さんはご相談で相乗りでお願

い致します。 

※20.21の方→ご相談で相乗りの移動をお願いします。車は林道の入り口に路上駐車で構い

ません。20の方は仮説トイレの場所の案内もお願いします。 

※23.24の方→徒歩で移動をお願いします。24の方は車でも移動可能です。 

※26の方→路上駐車でお願いします。 

※27の方→遊学の森へ駐車をお願いします。 

 

③配置位置に着きましたら配置番号のみで結構ですので、メッセンジャーか LINEでご報告

をいただけると幸いです。 

※5の笠原さん、7の岡部さん→帰路に横断が発生するエリアとなっております。 

車に注意をして選手の皆さんに左側通行での呼び掛けをお願いします。 

 

④万が一その場でリタイヤの方が居た際はメッセンジャーで「ゼッケン番号」「リタイヤ場

所」「リタイヤ理由」「負傷の有無」を報告をお願いします。 

※緊急時や自力で戻れない際は回収者を出しますので、携帯電話でご報告をお願い致します

（電波が通じない際はマーシャルランナーが通じる所まで向かい連絡を入れますので、負傷

者の方が居た際はその場で一緒に待機をお願いします） 

 



⑤スイーパー（後走）が通過したら撤収を開始して下さい。 

 

⑥矢印マークを本部へ返却後解散となります。帰宅の際は大山か横山にお声がけしていただ

くかメッセンジャーか LINEでご報告をお願い致します。 

 

 

【スィーパー・マーシャルランナー：佐藤元さん、帯谷さん、高橋一徳

さん、津久井さん】 

5:00 に会場集合頂き、交通費¥2000 を受け取り後スタッフミーティングにご参加ください。 
  
ミーティング後は担当部門スタートまで自由時間となります。 
スタート時間が近づきましたらスタート地点にて出走選手の最後尾について、お待ちください。 
※ミドル、ロング部門 7:00 スタート 
 ショート部門    9:00 スタート 
  
スタートしましたら最後尾ランナーにつき、制限時間に間に合わなかった時の声かけや最後尾付

近での傷病発生時の一次対応をお願いいたします。 
  
追尾しているランナーが制限時間に間に合わなかった場合は、関門となるエイドに到着後、最終

ランナーを確認しスイーパー業務を再開してください。 
※新たに最終ランナーとなる選手がすでにエイドを出ている場合や、トイレに入っていて気付き

にくい場合もありますのでご注意ください。 
  
傷病者を発見した場合は、お声かけをして頂きレース続行の可否を確認してください。 
  
レース続行できる場合は、レース再開まで見守って頂きスイーパー業務を再開してください。 
※この時、もしお持ちの応急セットなどで選手をサポートできる場合は各自のご判断で行なって

頂いても大丈夫です。 
  
傷病者がレースをリタイアする場合は、 

1. ゼッケン番号 

2. リタイア理由 

3. リタイア場所 



4. 自力で会場に戻れるか否か 

を確認し大会本部へ連絡をお願いいたします。 
  
傷病者の意識がないなど、緊急性の高い場合は本マニュアル『緊急時の対応』に従ってあわてず

ご対応をお願いいたします。 
※緊急性の高い時ほど、ご自身の安全確保を第一に考えましょう。 
  
リタイアした選手には、会場へ戻り次第、大会本部へリタイアの旨を必ず報告するよう指示して

ください。 
※リタイア選手が自力で会場に戻る場合、回収バス等で会場へ戻る場合、問わず。 
  
傷病者のリタイア対応が終わりましたらスイーパー業務を再開してください。 
※もし業務再開が難しい場合は、大会本部へご連絡頂き指示を仰いでください。 
  
関門や傷病者対応の影響で最終ランナーが変わり、最後尾を追いかける必要が出た場合でもあま

りスピードを出しすぎず落ち着いて追いかけましょう。 
 
ゴール後はその旨を情報共有して頂き、業務終了してください。 
なお、全プログラム終了後の会場撤収作業にご協力いただけますと幸いです。 
※撤収作業はもちろん強制ではございませんので業務終了後は皆様のご都合を優先なさってく

ださい。 
  
大会本部やスタッフ間での情報共有はアプリ『メッセンジャー』にて行なってください。 
※大会当日までにグループに招待させて頂きます。 
  
山岳区間など電波が入らない場所は無線を持った誘導スタッフへ伝えて頂き、同スタッフの方か

ら連絡内容を電波が通じるエリアのスタッフへ伝言してもらってください。 
※なお山岳区間ではドコモが比較的電波が入りやすいようです。 
  
撤収作業省略のため、スイーパー業務中に可能な範囲で結構ですのでコースマーキングの改修を

お願いいたします。回収したコースマーキングはエイドや会場にて廃棄してください。 
※マーシャル担当の方はマーキング回収不要です。 
  
業務にあたっての持ち物ですが、大会が定める必携装備に従ってください。 
なお、ショート部門では必携装備はございませんので各自のご判断でご準備をお願いいたしま

す。 
 



 
 

【受付：須藤さん、丹さん、岸さん、石澤さん、柴田さん、佐藤由高さ

ん、大場さん、横山】 

①5:00に会場にお越しいただき、交通費¥2000受け取り後受付のスタッフミーティングに

ご参加下さい。 
 
②5:30から受付が開始されますので、名前チェック担当とゼッケン＆参加賞の Tシャツ配
布に分かれて各自担当部門の配置をお願い致します。 
 
【名前チェックの方】 
→山岳地域を走る事になります。ロングミドルの方には「ホームページ上に記載している

装備の必携をお願いします」と呼び掛けをお願いします。 
 
【ゼッケン＆Tシャツを渡す方】 
→Tシャツのサイズとゼッケンの名前を選手の方にお伝えしながら渡して下さい。その際

「ゼッケンは必ず胸の前につけて下さい」と一言添えてお渡し下さい。 
 
 
・ロング 43k、ミドル 31k→横山、須藤さん、石澤さん、柴田さん（受付 6時半まで） 
・ショート 12k→丹さん、佐藤由高さん（受付 8時半まで） 
・高校、中学、小学生、一般 3k、ファミリー→大場さん、岸さん（受付終了時刻、高校生

10時、中学生 10時半、ファミリー11時） 
 
③石澤さん、柴田さん、佐藤由高さん、大場さんは 8時半頃になりましたら受付担当を終

了していただき、そのまま本部でチップ回収と計測の業務に取り掛かって下さい（担当者か

ら説明有り） 
 
④8時半からは高校、中学生、小学生、一般 3k、ファミリーの受付を→岸さん、須藤さ

ん、丹さんで担当をお願い致します。（受付終了時刻、小学生 1,2 年→12時半、3.4 年生

→13時、5.6 年生→13時半までとなっております） 
 
⑤全部門の受付が終わりましたら、お手数ですが Tシャツの入った段ボールなどを片付け

ていただき業務終了となります。お帰りの際は横山か大山でお声がけをお願いします。 
 
 



 
 

【計測、チップ回収係：石澤さん、柴田さん、佐藤由高さん、大場さ

ん】 

①5:00に会場に集合していただき、交通費¥2000受け取りをお願いします。 
最初は皆さん受付担当になりますので、受付担当のミーティングにご参加下さい。 
 
②8時半になりましたら、受付業務を離れていただき各自業務にて担当をお願いします。 
・計測→計測会社の方から完走証発行の操作の説明を聞いて下さい 
・チップ回収→ゴール付近で待機していただき、選手が必ずゴールを通りましたらゼッケン

裏に付いているチップを外してあげて【回収ボックス】に入れて下さい。 
 
③最終ランナーが通りましたら計測終了となります。特に機材の片付け等はございません

ので、お帰りの際は横山か大山にお声がけをお願いします。 
 

【荷物預かり、物品管理：菅さん、岸さん】 

①5:00に会場に集合していただき、交通費¥2000の受け取りをお願いします。 
ミーティングは受付担当のチームにご参加下さい。 
 
②荷物預かり担当の菅さん→会場向かいのキャンプ場の管理棟二階に移動をしていただ

き、入り口でゼッケン着用選手のみを通していただき、「貴重品の預かりは不可と盗難の際

の責任は負えません」と一言お声がけをお願いします。 
荷物に関しては選手に置いていただき受け取る際も選手が直接持っていく形で結構です。受

付が終わった時点で一度空き時間になりますが、基本休憩を含めて２階での待機をお願い致

します。 
物品管理岸さん→当日使用する無線の台数の管理や表彰式での品物、備品の管理をお願いし

ます。無線は使用したスタッフからの回収をお願いします。 
 
③荷物が全員に行き渡った段階で業務終了となります。岸さんは最終ランナーあたりまで

の業務をもしかしたらお願いするかもしれませんが、早めに上がっていただいて可能の際は

お声がけしますのでよろしくお願い致します。 
 

【救護スタッフ：福田さん、小野由里子さん、神沼恵理さん】 

①5:00に会場に集合していただき、交通費¥2000の受け取りをお願いします。 



ミーティングが受付前に間に合わない際はスタート時のご説明になり申し訳ございません

が、本部待機をお願いします。 
 
②走行中の選手に怪我や体調不良などありましたら、現場から電話での応急処置の指示や

会場での処置等、救急車出動の判断をお願いします。 
 
③リタイヤの方が居た際は回収車兼務もよろしくお願いします。 
 
④最終ランナー到着後解散となりますが早めに上がっていただいて大丈夫な際は様子を見

てお声がけしますので、よろしくお願いいたします。 
 

 

【駐車案内スタッフ（足洗い場スタッフ＆温泉混雑アナウンス兼務）：

中尾さん、幅野さん、池田さん、栗田さん、今村さん、吉澤さん】 

①4:30に会場に集合していただき、交通費¥2000を受け取り後大山から駐車場の配置の説

明を受けて下さい。その後は各担当場所で駐車場案内をお願いします。 
 
②10時半になりましたら、ご相談の上、中尾さんか栗田さん→温泉前で施設に入るランナ
ーへ先に靴の泥落としの呼びかけをお願いします。幅野さんか今村さん→温泉の洗い場が 5
箇所のみとの事で混雑する可能性があります。ホッとカムロの受付スタッフの方と混雑状況

を確認しながら施設前で選手の方にアナウンスをお願いします。 
※あまりにも混雑状況がひどい際は選手の方に他温泉施設のご案内もしますので、本部にお

知らせ下さい。 
 
③池田さん→お帰りの際は大山か横山にお声がけください。 
他の皆さんにつきましては 17時頃解散を予定しておりますが、早めに上がっていただいて

も大丈夫な際は様子を見てお声がけしますので、よろしくお願いします。 
 

【エイドスタッフ①→有屋口：中田さん、波間さん、長岡純子さん、

毅さん】 

①5:00に会場に集合していただき、交通費¥2000の受け取りをお願いします。 
ミーティングはエイドスタッフにご参加ください。 
 
②スタッフミーティングに参加後、エイド備品セット、コーラ 1ケース、アクエリ 1ケー



ス、塩タブレット、バナナ、オレンジ、チョコ、パン、ニラスク、チップスターを持参後有

屋登山口駐車場まで移動をお願いします。 
 
③エイド設置場所にテーブル、椅子、テント、水５ケースがありますので、テントとテー

ブル設置後各種エイド品とフルーツを最初は一袋程度、切り分けて様子を見ながら並べて下

さい。パンも先ずは一袋を切り分ける形で大丈夫です。 
 
④スィーパーが通過しましたら、片付けを始めて下さい。長岡順子さん、毅さんに関して

はテーブルとテントを最初にたたみ終わりましたら、余った飲料水とコーラ、スポーツドリ

ンクをお持ちの上、杉沢エイドまで移動をお願いいたします。 
中田さん、波間さんは余ったエイド品を車に積んでいただき、テーブルとテントは朝来た場

所に置いて貰いブルーシートをかけて終わり次第気を付けて本部までお戻り下さい。 
 
 

【エイドスタッフ②→蒲沢登山口：佐藤里香さん（リーダー）、佐藤郁

恵さん、宮澤さん、島津さん（通過チェック兼務）】 

①5:00時に会場に集合していただき、交通費¥2000の受け取りをお願いします。 
ミーティングはエイドスタッフにご参加ください。 
 
②スタッフミーティングに参加後、エイド備品セット、水 12ℓ、コーラ 3ケース、アクエ
リ 3ケース、伝八まんじゅう（選手持ち帰り可）、ニラスク、パン、リンゴ、バナナ、オレ

ンジ、チョコ、パン、チップスターを持参後蒲沢登山口方面まで軽トラで移動をお願いしま

す。 
 
※荷台に関しては 1名荷物の見張りで警察から許可をいただいていますが、時速 30k程度
の安全運転で走行をお願いします。 
※島津さん申し訳ありませんが、エイドステーションまで気を付けて走って来て下さい。 
 
③エイド設置場所に着きましたらテーブル、テント、水 10ケースが置いてありますので、
テントとテーブル設置後各種エイド品とフルーツを最初は 2袋程度、切り分けて様子を見

ながら並べて下さい。パンも半分に切り分けていただけると助かります。 
 
④スィーパーが追加しましたら、片付けを始めて下さい。もし可能でしたらテーブルとテ

ントの撤収もお願いします。軽トラに乗り切らない場合はテントと机だけたたんでビニール

シートを被せておいて下さい。 
エイド品の余り、飲料水、ゴミを優先に積んで本部まで気を付けてお戻り下さい。 



 
 

【エイドスタッフ③→杉沢エイド：岡崎さん、大内さん、佐々木詔子

さん。有屋口終わり次第→長岡純子さん、毅さん。13 時〜中田さん、

波間さん（長岡さんと交代）】 

①5:00時に会場に集合していただき、交通費¥2000の受け取りをお願いします。 
ミーティングはエイドスタッフにご参加下さい。 
 
②スタッフミーティングに参加後、エイド備品セット、コーラ 3箱、アクエリ 3箱、伝八

まんじゅう（持ち帰り可）、ニラスク、パン、リンゴ、バナナ、オレンジ、チョコ、チップ

スターを持参後杉沢エイドに出発をお願いします。（3台まで停車可） 
 
③エイド業務にかかる前に杉沢公民館のトイレ掃除と時間を見てトイレットペーパーの補

充をお願い致します。 
 
④エイドに到着しましたら、テーブル、椅子、テント、水 10箱が置いてありますのでテー
ブルとテントを設置後各種エイド品とフルーツを最初は 2袋程度切り分けて、様子を見な

がら並べて下さい。パンも半分程度に切り分けていただけると助かります。 
 
⑤13時になりましたら、長岡さんは公民館のトイレットペーパー補充ともし汚れが目立つ

際は掃除をしていただき、中田さん波間さんと交代をして業務完了となります。 
もし本部に一度寄られる際は段ボールとゴミを持って来ていただけると助かります。 
 
⑥中田さん、波間さん引き続き杉沢エイドでの業務をお願いします。 
岡崎さん、大内さん、佐々木詔子さんもお昼休憩を必ず入れながら業務をお願いします。 
 
⑦15時半頃になりましたら、少しづつエイドの品を少なくしながら（選手の方で欲しい方

がいらっしゃいましたらもちろん追加で差し上げて下さい）周りの物も片付けていきながら

業務をお願いします。 
 
⑧スィーパーの方が通過しましたら、撤去作業をお願い致します。テーブルとテントを片

付けていただき、朝置いてあった場所にビニールシートで被せて下さい。波間さん、中田さ

ん公民館のトイレットペーパー補充及び男女トイレの清掃をお願い致します。余ったエイド

品、ゴミを積んで全員本部まで気を付けてお戻り下さい。 
 


