
トレイルラン２０15　資材一覧

4 セクション 資材名 総数 使う場所、仕様・詳細 手配区分 手配担当 備考
5 駐車場 駐車場案内看板 10 枚 各P入口、分岐 保管 新帯
6 駐車場 駐車禁止・進入禁止看板 8 枚 体育館、テニスコート前 保管 新帯
7 駐車場 駐車券ない車用駐車券 100 枚 ふれあい広場入口 保管 新帯
8
9 バス運行 バス停看板 2 枚 新城駅2枚、本宿1枚 保管 新帯 事前渡し

10 バス運行 帰りシャトルバス停看板 2 枚 会場バス停 保管 新帯 前日は裏の「バス回転につき駐車禁止」
11 バス運行 バス号車表示 16 枚 西三交通 作成 新帯 バス会社へ事前送付
12
13 本部 看板「案内」 1 枚 作成 小野 名前変更（参加者が誤解をする）
14 本部 長机 1 台 借用 小野 体育館会議室
15 本部 いす 1 脚 借用 小野 体育館会議室
16 本部 忘れた人用スタート券 50 枚 作成 新帯 グランド
17 本部 安全ピン 4000 個 ワキタ ナンバーカードとセット
18 本部 会場費など 4 万円分 100円玉、100個。千円札30枚（立替） 準備 土屋
19 本部 領収書 1 冊 準備 小野
20 本部 領収書用印鑑セット 1 セット 印鑑と朱肉 準備 小野 印を押した領主書を準備
21 本部 成績表用封筒 20 枚 作成 小野
22 本部 プログラム 30 枚 メディア向け、など 作成 新帯
23 本部 アンプ＋マイク 1 セット 借用 B&G
24 本部 延長コード 1 本 30m 個人 新帯
25 本部 筆記用具 適当量 保管 小野
26 本部 救急箱 1 保管 小野 三河OLC
27 本部 ガムテープ、カッター予備 適宜 購入 新帯 看板作成のあまり
28 本部 雑巾 10 枚 補充 新帯
29 本部 ゴミ袋 5 枚 補充 小野 岡崎市
30 本部 看板収納用ビニル袋 30 枚 補充 新帯
31 貴重品預かり 看板「貴重品預かり」 1 枚 保管 新帯
32 貴重品預かり 長机 1 台 借用 小野 体育館会議室
33 貴重品預かり いす 2 脚 借用 小野 体育館会議室
34 貴重品預かり チャック付ビニル袋 1000 枚 大中小の合計 購入 新帯
35 貴重品預かり 段ボール箱 10 箱 購入 新帯
36 貴重品預かり エントリーリスト 2 セット チェック用 作成 新帯
37 表彰 賞状 30 枚 #NAME? ワキタ
38 表彰 表彰式用賞品 適当量 提供 小野 スポンサー殿提供
39 表彰 速報ボードビニール袋100枚 3 枚 ステージ横に掲示、クラス名表示 保管 小野 グランドおよび体育館
40 表彰 ステージ用ロゴ 必要量 ステージ掲示 保管 新帯
41 抽選 抽選用BOX 1 個 保管 新帯
42 抽選 抽選賞品 適当量 提供 小野 スポンサー殿提供
43 抽選 スタート券貼りだし用ボード 1 枚 作成 新帯
44 救護所 救急セット 1 セット 詳細、下記 保管 新帯
45 救護所 救急セット 1 保管 小野 三河OLC
46 救護所 救急体制図 3 枚 作成 新帯
47 救護所 銀マット 2 本 保管 小野
48 救護所 レスキューブランケット 4 枚 保管 新帯
49 救護所 ウェットティッシュ 1 購入 新帯
50 救護所 コールドスプレー 3 購入 小野
51 救護所 ポイズンリムーバー 2 購入 小野
52 救護所 AED 1 レンタル 新帯
53 トレーナ トレーナ看板 1 枚 保管 新帯
54 トレーナ 長机 2 台 借用 小野 体育館会議室
55 トレーナ 番号札 200 枚 1～２００ 保管 新帯
56 トレーナ 呼び出し番号表示 1 枚 めくり式で１～２００の表示 保管 新帯
57 トレーナ ブルーシート 2 枚 保管 小野
58 トレーナ 氷 10 Kg 量の変動あり 購入 新帯
59 スタッフ スタッフ連絡網（ID） 人数分 裏：主要スタッフの携帯電話 作成 小野
60 スタッフ マジックペン 適宜 記名用 保管 小野
61 スタッフ IDケース 人数分 保管 小野
62 スタッフ 朝食・昼食 人数分 野教 購入 土屋 ぬかたさんへ
63 スタッフ 水（お茶） 人数分 野教 購入 土屋 弁当とセット
64 誘導員 ２Lペットボトル 60 本 非常時洗浄用として水道水詰めておく 購入 新帯 主要ポイントに配布、残りは看板のおもり
65 誘導員 WOC青色ビブ 25 着 誘導員およびスイパー 保管 小野
66 誘導員 道路使用許可証コピー 3 枚 コピー 小野 誘導員チーフへ
67 更衣所 看板 6 枚 入口、シャワー禁止、洗濯禁止 保管 新帯
68 更衣所 看板＋すずらんテープ 8 枚 出入禁止、入口誘導、荷物置き 保管 新帯
69 更衣所 いす＋すずらんテープ 16 個 体育館内に通路を確保 借用 小野 体育館会議室
70 更衣所 エントリーリスト 1 セット 体育館入口掲示 作成 新帯
71 更衣所 会場レイアウト図 1 枚 体育館入口掲示 作成 新帯
72 更衣所 トイレットペーパー 18 本 購入 新帯
73 更衣所 ブルーシート 2 枚 体育館入り口に敷く。 保管 小野
74
75 出店 モンタニア　長机 6 台 大サイズ長机（体育館倉庫）を優先配置 借用 小野 体育館倉庫
76 出店 　　　　いす 4 脚 借用 小野 体育館会議室
77 出店 保護床マット 適当量 借用 小野 体育館倉庫
78
79 シャワー シャワー料金箱（おつり） 1 セット おつり100円玉×30枚 準備 土屋
80 シャワー 看板 1 枚 保管 新帯
81 シャワー トイレットペーパー 6 本 購入 新帯
82
83 その他会場 トイレ７箇所看板 7 枚 案内、洗濯禁止 保管 新帯
84 その他会場 トイレットペーパー 24 本 購入 新帯 4ヶ所分　グランド　バックネット　テニスコート×２

85 その他会場 足洗い場看板 4 枚 保管 新帯



86
87 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ配布 屋外長机 12 個 記録証発行、参加賞配布に転用 借用 小野 ふれあい広場、
88 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ配布 テント 3 張 記録証発行、参加賞配布に転用 借用 小野 ふれあい広場、
89 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ配布 ナンバー案内看板 11 枚 つりさげ式 作成 新帯
90 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ配布 電子タグ配布所案内看板 1 枚 つりさげ式 作成 新帯
91 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ配布 忘れた人用スタート券 100 枚 作成 新帯
92 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ配布 ボールペン 3 本 保管 小野
93 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ配布 いす 6 借用 小野 ふれあい広場、
94 スタート 並び位置目安看板 3 枚 保管 新帯
95 スタート クラス表示看板 2 枚 保管 新帯
96 スタート スタート枠入口看板 2 枚 保管 新帯
97 スタート 改札用看板 5 枚 裏は、「追い越し禁止」 保管 新帯
98 スタート トラ柵ロープ50m 4 本 保管 新帯
99 スタート トラ柵用くい 10 本 ？？ ？？

100 スタート くい打ち込み用ハンマー 1 個 保管 新帯
101 スタート 「START」横断幕 1 枚 スタートラインのポールを利用して掲示 準備 小野
102 スタート スタートピストル 1 個 借用 小野 ふれあい広場
103 スタート アンプ＋マイク 1 セット 借用 新帯 ふれあい広場
104
105
106 南エリア 車向け横断看板 別途指示 県道横断⇒おわったら、復路横断へまわす。保管 新帯
107 南エリア 徐行看板 別途指示 スタッフが手にもつ看板 保管 新帯
108 南エリア 横断注意看板 別途指示 ランナー向けの看板 保管 新帯
109 南エリア 注意看板（この先コース外、など） 適宜 吊り下げタイプの看板 保管 岡野
110 南エリア その他看板 別途指示 保管 新帯
111 南エリア スタート直後誘導パイロン あるだけ 借用 小野 ふれあい広場
112 南エリア 誘導マーカ 適当量 借用 岡野 愛知OLC
113 南エリア 距離看板 範囲分 保管 岡野
114 南エリア 園芸ポール 適宜 借用 岡野 愛知OLC
115 南エリア すずらんテープ 適宜 購入 岡野
116 南エリア トラ柵テープ 1 本 分岐で、行ってはいけない方を封鎖 購入 新帯
117 南エリア はさみ、カッター、ガムテープ 適宜 購入 岡野
118 南エリア 赤白手旗 4 組 保管 小野
119
120 中エリア 車向け横断看板 別途指示 巴山横断 保管 新帯
121 中エリア 徐行看板 別途指示 スタッフが手にもつ看板 保管 新帯
122 中エリア 横断注意看板 別途指示 ランナー向けの看板 保管 新帯
123 中エリア 注意看板（この先コース外、など） 適宜 吊り下げタイプの看板 保管 岡野
124 中エリア 定距離看板（5,20km） 2 枚 保管 新帯
125 中エリア その他看板 別途指示 保管 新帯
126 中エリア 誘導マーカ 適当量 借用 岡野 愛知OLC
127 中エリア 距離看板 範囲分 保管 岡野
128 中エリア 園芸ポール 適宜 借用 岡野 愛知OLC
129 中エリア すずらんテープ 適宜 購入 岡野
130 中エリア トラ柵テープ 適宜 分岐で、行ってはいけない方を封鎖 購入 新帯
131 中エリア はさみ、カッター、ガムテープ 適宜 購入 岡野
132 中エリア パイロン 15 個 巴山横P27～２８の歩道確保 借用 小野 ふれあい広場　バックネット横の倉庫にある

133 中エリア 赤白手旗 3 組 保管 小野
134 AS1 エイド看板 1 枚 保管 新帯
135 AS1 ポリタンク 27 個 13個レンタル（内４個は予備） 保管・レンタル新帯 モダン装美/県協会13個/岡崎協会5個
136 AS1 おおきなやかん 3 個 レンタル 新帯 モダン装美(2個追加）
137 AS1 ちいさなやかん 1 個 レンタル 新帯 モダン装美
138 AS1 スポーツドリンク粉 100 L分 10L用10袋　賞味期限2015/12の5個から先に使用購入 小野 標準の２倍希釈で使用
139 AS1 麦茶パック 54 L分
140 AS1 紙コップ 2700 個 購入 新帯
141 AS1 バナナ Kg 購入 新帯 事前にＦＡＸで発注。
142 AS1 バナナ提供用ダンボール箱 2 個 浅いダンボールにビニール袋をかぶせて使用購入 新帯
143 AS1 ナイフ 2 本 保管 新帯
144 AS1 まな板 2 枚 保管 新帯
145 AS1 ビニル手袋 1 箱 購入 新帯
146 AS1 簡易テント 1 張 借用 小野 三河OLC
147 AS1 長机 5 台 借用 小野 ふれあい広場
148 AS1 いす（負傷者用） 3 脚 借用 小野 ふれあい広場
149 AS1 ゴミ袋 30 枚 購入 小澤 一宮など(分散持ち帰りのため）
150 AS1 ゴミ箱用ダンボール 4 個 購入 新帯
151 AS1 雑巾 20 枚 購入 新帯
152 AS1 救急セット 1 セット 詳細下記 購入 新帯 補充
153 AS1 銀マット 2 本 保管 小野
154 AS1 レスキューブランケット 3 枚 保管 新帯
155 AS1 ブルーシート 1 枚 保管 小野
156 AS1 AED 1 1台 レンタル 新帯
157 AS1 カッター、ガムテープ 適宜 購入 新帯 看板作成ののこり
158 AS1 トイレ看板 2 枚 保管 新帯
159 AS1 トイレットペーパー 12 本 購入 新帯
160 AS1 蜂ジェット 3 補充 小野
161 AS1 ポイズンリムーバー 3 補充 小野
162 AS1 ウェットティッシュ 2 補充 新帯
163 AS1 コールドスプレー 4 補充 小野



164 北エリア 車向け横断看板 別途指示 大府野外の道路横断用 保管 新帯
165 北エリア 徐行看板 別途指示 スタッフが手にもつ看板 保管 新帯
166 北エリア 横断注意看板 別途指示 ランナー向けの看板 保管 新帯
167 北エリア 注意看板（この先コース外、など） 適宜 吊り下げタイプの看板 保管 岡野
168 北エリア その他看板 別途指示 保管 新帯
169 北エリア 誘導マーカ 適当量 借用 伊藤 愛知OLC
170 北エリア 距離看板 範囲分 保管 岡野
171 北エリア 園芸ポール 適宜 借用 岡野 愛知OLC
172 北エリア 定距離看板（10,15km） 2 枚 保管 新帯
173 北エリア すずらんテープ 適宜 購入 岡野
174 北エリア トラ柵テープ 適宜 分岐で、行ってはいけない方を封鎖 購入 新帯
175 北エリア はさみ、カッター、ガムテープ 適宜 購入 岡野
176
177 AS2 エイド看板 1 枚 保管 新帯
178 AS2 トイレ看板 1 枚 保管 新帯
179 AS2 ポリタンク 14 個 レンタル 新帯 モダン装美
180 AS2 おおきなやかん 1 個 レンタル 新帯 モダン装美
181 AS2 ちいさなやかん 2 個 レンタル 新帯 モダン装美
182 AS2 スポーツドリンク粉 50 L分 １０L用5袋　賞味期限2015/12の3個から先に使用購入 小野
183 AS2 麦茶パック 54 L分
184 AS2 紙コップ 1500 個 購入 新帯
185 AS2 パン 600 人分 購入 新帯 ヤマザキに事前FAX発注
186 AS2 簡易テント 1 張 クラブ 愛知OLC 愛知OLC
187 AS2 屋外長机 7 台 借用 小野 大府野外C
188 AS2 屋外いす（負傷者用） 10 脚 借用 小野 大府野外C
189 AS2 ゴミ袋 30 枚 購入 新帯 知多市
190 AS2 ゴミ箱用ダンボール 2 個 購入 新帯
191 AS2 雑巾 10 枚 購入 新帯
192 AS2 救急セット 1 セット 詳細、下記 購入 新帯
193 AS2 銀マット 1 本 保管 小野
194 AS2 レスキューブランケット 3 枚 保管 新帯
195 AS2 ブルーシート 1 枚 保管 小野
196 AS2 AED 1 台 レンタル 新帯
197 AS2 カッター、ガムテープ 適宜 購入 新帯
198 AS2 トイレ看板 1 枚 保管 新帯
199 AS2 トイレットペーパー 12 本 購入 新帯
200 AS2 蜂ジェット 2 補充 小野
201 AS2 ポイズンリムーバー 3 補充 小野
202 AS2 ウェットティッシュ 1 補充 新帯
203 AS2 コールドスプレー 5 購入 小野
204 フィニッシュ 「FINISH」横断幕 1 枚 保管 小野
205 フィニッシュ SIユニット 必要数 レンタル 桑山
206 フィニッシュ ゴールプリンタ 1 台 ？ ？ 愛知OLCから借用
207 フィニッシュ ゴール順カード 1100 枚 作成 桑山
208 フィニッシュ 枠用ピン 本 借用 岡野 愛知OLC
209 フィニッシュ 其の他必要器材 必要数 PC,SIユニット等 ワキタ
210 ﾌｨﾆｯｼｭ後配布 ポカリスウェット 1200 本 購入 小野
211 ﾌｨﾆｯｼｭ後配布 参加賞 1200 個 購入 土屋 タオル
212 ﾌｨﾆｯｼｭ後配布 長机 8 ナンバーカード配布から転用
213 ﾌｨﾆｯｼｭ後配布 いす 2 ナンバーカード配布から転用
214 ﾌｨﾆｯｼｭ後配布 テント 2 ナンバーカード配布から転用
215 記録証 パソコンプリンター 3 組 ワキタ
216 記録証 記録証用紙 1000 枚 ワキタ
217 記録証 テント 2 ナンバーカード配布から転用
218 記録証 長机 3 個 ナンバーカード配布から転用
219 記録証 いす 4 脚 ナンバーカード配布から転用

救急箱内容　内容物の数は、ケースによって違います。
冷却パック、湿布、マキロン、包帯、粘着テープ、傷ガーゼ、バンドエイド
虫さされ、テーピング用テープ、伸縮テープ、人工呼吸用マウスピース（ゴール無し）

箱に入っていないもの（各ASなどにも転記済）
ウェットティッシュ　　AS１　2個　AS2　１個　ﾌｨﾆｯｼｭ救護　1個　本部　１個　・・・補充新帯
蜂ジェット 　　　　　　AS1　３本　AS2　２本　本部　３本　松橋　１本　P15　１本　　スイーパー４本　横断3か所各２本・・・補充小野
コールドスプレー（太いもの）　　AS1　４本　AS2　５本　フィニッシュ救護　３本・・・補充小野
ポイズンリムーバー AS1　３個　AS2　３個　ﾌｨﾆｯｼｭ救護２個　　南エリア　２個　中エリア　2個　北エリア　２個


