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ボランティアスタッフ
業務マニュアル

第一三共カップメディカルセブンズ2015
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大学名

1 自治医科大学医学部 新島　華奈 看 医務室

2 獨協医科大学 笠井　みさき 看 医務室

3 防衛医科大学校 新保千紘 看 医務室

4 千葉大学医学部 佐々木月穂 看 医務室

5 日本大学医学部 小山　杏奈 看 医務室

6 昭和大学 高住　優希 看 医務室

7 東京医科大学 青柳眞麻 医 Aグランド給水・ビブス管理

8 東京医科大学 Aグランド給水・ビブス管理

9 自治医科大学医学部 栗林　完 医 Aグランド給水・ビブス管理

10 獨協医科大学 篠田　太郎 医 Aグランド給水・ビブス管理

11 防衛医科大学校 中村龍太 看 Aグランド給水・ビブス管理

12 千葉大学医学部 八田宗粋 医 Aグランド給水・ビブス管理

13 山梨大学医学部 菊地 夏望 医 Aグランド給水・ビブス管理

14 山梨大学医学部 石川 諒太郎 医 Aグランド給水・ビブス管理

15 鶴見大学歯学部 米田　栞奈 歯 Aグランド給水・ビブス管理

16 鶴見大学歯学部 藤田和彦 歯 Aグランド給水・ビブス管理

17 東神 渡辺　夕芽 歯 Aグランドトライランキング

18 東京医科歯科大学 村田恵理 歯 Aグランドトライランキング

19 筑波大学医学群 大賀　真緒 医 Aグランドトライランキング

20 日本大学医学部 福島　悠太 医 Bグランド給水・ビブス管理

21 昭和大学 尾瀬　翔 理 Bグランド給水・ビブス管理

22 東神 脇田　一郎 歯 Bグランド給水・ビブス管理

23 東京医科歯科大学 大木崇広 医 Bグランド給水・ビブス管理

24 筑波大学医学群 林　祐志郎 医 Bグランド給水・ビブス管理

25 日本歯科大学生命歯学部 若山雄一朗 生命歯学 Bグランド給水・ビブス管理

26 順天堂大学医学部 金山　依玲奈 医 Bグランド給水・ビブス管理

27 順天堂大学医学部 美原　徳明 医 Bグランド給水・ビブス管理

28 慶應義塾大学医薬学部 厚海 萌 法 Bグランド給水・ビブス管理

29 慶應義塾大学医薬学部 皆川 哲 薬 Bグランド給水・ビブス管理

30 日本歯科大学生命歯学部 山下怜子 生命歯学 Bグランドトライランキング

31 東邦大学 鈴木優李 看 Bグランドトライランキング

32 日本大学松戸歯学部 釜須彩加 歯 Bグランドトライランキング

33 聖マリアンナ医科大学 エンドウハルカ 医 Cグランド給水・ビブス管理

34 聖マリアンナ医科大学 Cグランド給水・ビブス管理

35 東邦大学 西岡　広薫 医 Cグランド給水・ビブス管理

36 日本大学松戸歯学部 小田島大悟 歯 Cグランド給水・ビブス管理

37 杏林大学医学部 高橋　 芹奈 看 Cグランド給水・ビブス管理

38 杏林大学医学部 春山　高毅 医 Cグランド給水・ビブス管理

39 埼玉医科大学 菅野　愛恵 保医 Cグランド給水・ビブス管理

40 埼玉医科大学 榎本　幸祐 保医 Cグランド給水・ビブス管理

41 東京薬科大学 板岡　史紗 生命科学 Cグランド給水・ビブス管理

42 東京薬科大学 阿山　昂平 生命科学 Cグランド給水・ビブス管理

43 東海大学医学部健康科学部 荒木　佐和 健 Cグランドトライランキング

44 東京慈恵会医科大学 岸田はるな 看 Cグランドトライランキング

45 横浜市立大学医学部 沖 仁美 看 Cグランドトライランキング

ファンクション終了時 備　考

氏名

15:4015:2014:4014:20

16:0015:009:30

11:20 11:40 12:20 12:40

13:00

10:20 10:40

10:00 12:0011:00

13:4013:20

14:00

第一三共カップメディカルセブンズ2015 ボランティアスタッフ担当表 ［5/30（土）-1］
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大学名

46 帝京大学医学部薬学部 鷹野　紗希 薬 Dグランド給水・ビブス管理

47 帝京大学医学部薬学部 佐藤　崇彦 薬 Dグランド給水・ビブス管理

48 奥羽大学 早川百合惠 歯 Dグランド給水・ビブス管理

49 奥羽大学 新田勇気 歯 Dグランド給水・ビブス管理

50 群馬大学医学部 割崎友利恵 医 Dグランド給水・ビブス管理

51 群馬大学医学部 Dグランド給水・ビブス管理

52 福島県立医科大学 若林みなみ 看 Dグランド給水・ビブス管理

53 福島県立医科大学 大平　怜 医 Dグランド給水・ビブス管理

54 山形大学医学部 阿部　紀恵 医 Dグランド給水・ビブス管理

55 山形大学医学部 船岡　健太郎 医 Dグランド給水・ビブス管理

56 新潟大学医学部 横川裕未 医 Dグランドトライランキング

57 信州大学医学部 浅原　京子 医 Dグランドトライランキング

58 岩手医科大学 佐藤祐実 薬 Dグランドトライランキング

59 東海大学医学部健康科学部 村松　勇哉 健 会場内セッティング 終了時清掃

60 東京慈恵会医科大学 小武海信之 医 会場内セッティング 終了時清掃

61 横浜市立大学医学部 寺一 稜介 医 会場内セッティング 終了時清掃

62 新潟大学医学部 中村捷太郎 医 会場内セッティング 終了時清掃

63 信州大学医学部 岡　隼輔 医 会場内セッティング 終了時清掃

64 岩手医科大学 吉田裕貴 薬 会場内セッティング 終了時清掃

医務室担当 業務：医務室での担当ドクターの補助、ドクターの呼び出し、負傷者への手当（氷で冷やす等）

各グランド給水担当 業務：各グランドでの給水タンク管理、試合前のビブス、ボトルキャリーの貸出と試合終了後のビブス、ボトルキャリーの回収。

各グランドトライランキング担当 業務：各グランドでの試合終了後のトライシール配布。

会場運営担当 業務：晴れの場合／Aグラウンド前、ファンクション会場

★ボランティアスタッフは、両日８：２０にAグラウンド入口に集合してください。　★業務は各指定された場所にIDカードを着用し時間厳守でお願いします。（IDカードは大会当日に配布）
★医務室、給水担当者の交代時に、３０分間、重複する時間を設けていますので、必ず前任者が”引き継ぎ”の説明をして下さい。

★トライランキング担当者は、各グランド到着時テントスタッフに声をかけてください。

★会場運営担当のスタッフは集合時間になりまたら運営本部前にお集まりください。

氏名

ファンクション終了時 備　考
16:00

10:20 10:40 11:20 11:40 12:20 12:40 13:20 13:40 14:20 14:40 15:20 15:40

14:00 15:0011:00 12:00 13:009:30 10:00

　　　　　雨の場合　／Aグラウンド２Fコンコース、ファンクション会場
のセッティング、終了後の撤収、及びゴミの運搬等。または、浴室清掃。

第一三共カップメディカルセブンズ2015 ボランティアスタッフ担当表 ［5/30（土）-2］
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大学名

1 自治医科大学医学部 新島　華奈 看 医務室

2 獨協医科大学 笠井　みさき 看 医務室

3 防衛医科大学校 新保千紘 看 医務室

4 千葉大学医学部 佐々木月穂 看 医務室

5 日本大学医学部 小山　杏奈 看 医務室

6 東京医科大学 青柳眞麻 医 Aグランド給水・ビブス管理

7 東京医科大学 Aグランド給水・ビブス管理

8 自治医科大学医学部 栗林　完 医 Aグランド給水・ビブス管理

9 獨協医科大学 篠田　太郎 医 Aグランド給水・ビブス管理

10 防衛医科大学校 中村龍太 看 Aグランド給水・ビブス管理

11 千葉大学医学部 八田宗粋 医 Aグランド給水・ビブス管理

12 山梨大学医学部 菊地 夏望 医 Aグランド給水・ビブス管理

13 山梨大学医学部 石川 諒太郎 医 Aグランド給水・ビブス管理

14 鶴見大学歯学部 米田　栞奈 歯 Aグランド給水・ビブス管理 ※試合終了まで

15 鶴見大学歯学部 藤田和彦 歯 Aグランド給水・ビブス管理 ※試合終了まで

16 昭和大学 高住　優希 看 Aグランドトライランキング

17 東神 渡辺　夕芽 歯 Aグランドトライランキング

18 東京医科歯科大学 村田恵理 歯 Aグランドトライランキング

19 筑波大学医学群 大賀　真緒 医 Aグランドトライランキング ※OB試合終了まで

20 日本大学医学部 福島　悠太 医 Bグランド給水・ビブス管理

21 昭和大学 尾瀬　翔 理 Bグランド給水・ビブス管理

22 東神 脇田　一郎 歯 Bグランド給水・ビブス管理

23 東京医科歯科大学 大木崇広 医 Bグランド給水・ビブス管理

24 筑波大学医学群 林　祐志郎 医 Bグランド給水・ビブス管理

25 日本歯科大学生命歯学部 若山雄一朗 生命歯学 Bグランド給水・ビブス管理

26 順天堂大学医学部 金山　依玲奈 医 Bグランド給水・ビブス管理

27 順天堂大学医学部 美原　徳明 医 Bグランド給水・ビブス管理

28 慶應義塾大学医薬学部 厚海 萌 法 Bグランド給水・ビブス管理

29 慶應義塾大学医薬学部 皆川 哲 薬 Bグランド給水・ビブス管理

30 信州大学医学部 岡　隼輔 医 Bグランドトライランキング

31 日本歯科大学生命歯学部 山下怜子 生命歯学 Bグランドトライランキング

32 東邦大学 鈴木優李 看 Bグランドトライランキング

33 日本大学松戸歯学部 釜須彩加 歯 Bグランドトライランキング

34 聖マリアンナ医科大学 エンドウハルカ 医 Cグランド給水・ビブス管理

35 聖マリアンナ医科大学 Cグランド給水・ビブス管理

36 東邦大学 西岡　広薫 医 Cグランド給水・ビブス管理

37 日本大学松戸歯学部 小田島大悟 歯 Cグランド給水・ビブス管理

38 杏林大学医学部 高橋　 芹奈 看 Cグランド給水・ビブス管理

39 杏林大学医学部 春山　高毅 医 Cグランド給水・ビブス管理

40 埼玉医科大学 菅野　愛恵 保医 Cグランド給水・ビブス管理

41 埼玉医科大学 榎本　幸祐 保医 Cグランド給水・ビブス管理

42 東京薬科大学 板岡　史紗 生命科学 Cグランド給水・ビブス管理

43 東京薬科大学 阿山　昂平 生命科学 Cグランド給水・ビブス管理

44 東海大学医学部健康科学部 荒木　佐和 健 Cグランドトライランキング

45 東京慈恵会医科大学 岸田はるな 看 Cグランドトライランキング

46 横浜市立大学医学部 沖 仁美 看 Cグランドトライランキング

備　考

氏名

9:20 15:4015:2014:4014:2013:4013:2012:4012:2011:4011:2010:4010:209:40

12:00 16:009:00 15:0014:0013:0011:0010:00

第一三共カップメディカルセブンズ2015 ボランティアスタッフ担当表 ［5/31（日）-1］
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大学名

47 帝京大学医学部薬学部 鷹野　紗希 薬 Dグランド給水・ビブス管理

48 帝京大学医学部薬学部 佐藤　崇彦 薬 Dグランド給水・ビブス管理

49 奥羽大学 早川百合惠 歯 Dグランド給水・ビブス管理

50 奥羽大学 新田勇気 歯 Dグランド給水・ビブス管理

51 群馬大学医学部 割崎友利恵 医 Dグランド給水・ビブス管理

52 群馬大学医学部 Dグランド給水・ビブス管理

53 福島県立医科大学 若林みなみ 看 Dグランド給水・ビブス管理

54 福島県立医科大学 大平　怜 医 Dグランド給水・ビブス管理

55 山形大学医学部 阿部　紀恵 医 Dグランド給水・ビブス管理

56 山形大学医学部 船岡　健太郎 医 Dグランド給水・ビブス管理

57 岩手医科大学 吉田裕貴 薬 Dグランドトライランキング

58 新潟大学医学部 横川裕未 医 Dグランドトライランキング

59 信州大学医学部 浅原　京子 医 Dグランドトライランキング

60 岩手医科大学 佐藤祐実 薬 Dグランドトライランキング

61 東海大学医学部健康科学部 村松　勇哉 健 各グラウンド清掃

62 東京慈恵会医科大学 小武海信之 医 各グラウンド清掃

63 横浜市立大学医学部 寺一 稜介 医 各グラウンド清掃

64 新潟大学医学部 中村捷太郎 医 各グラウンド清掃

医務室担当 業務：医務室での担当ドクターの補助、ドクターの呼び出し、負傷者への手当（氷で冷やす等）

各グランド給水担当 業務：各グランドでの給水タンク管理、試合前のビブス、ボトルキャリーの貸出と試合終了後のビブス、ボトルキャリーの回収。

各グランドトライランキング担当 業務：各グランドでの試合終了後のトライシール配布。

会場運営担当 業務：各グラウンドの清掃、及びゴミの運搬等。　※集合時間になりましたら運営本部前にお集まりください。

※浴室清掃は学生カップトーナメント優勝チームが担当できます

備　考
15:40

氏名

9:00 10:00 16:00

9:20 9:40 10:20 10:40 11:20 11:40 12:20 12:40 13:20 13:40 14:20 14:40 15:20

13:00 14:00 15:0011:00 12:00

第一三共カップメディカルセブンズ2015 ボランティアスタッフ担当表 ［5/31（日）-2］



- 6 -

■ボランティアスタッフは、両日８：２０に Aグランド入口に集合してください。

■ボランティアスタッフＴシャツ、及びIDカードを着用し、

時間厳守で各指定された場所に集合するようお願いします。

※ＩＤカードには、名前を大きく記入してください。

両日8：20集合

■給水業務者の交代時に、重複する時間を設けていますので、

必ず前任者が”引き継ぎ”を行なってください。

※給水担当の方は、大会の調整時間中（各20分）、休憩していただいて構いません。
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■医務室の業務（Ａグラウンド医務室待機）

基本的には負傷者対応となり、ドクターの呼び出し、看護師補助等が業務となります。

ドクターと看護師の指示に従って、業務を遂行してください。

医務室には専属で防衛大ＯＢの佐々尾先生がいらっしゃいます。

各グランドの負傷者が、医務室に運ばれてきますので、先生に診て頂いて下さい。

（時間帯によっては選手として出場している場合がありますので、医務室に明記された

携帯番号で呼び出しを行って下さい。）

また先生に連絡が取れない場合、および緊急時には、大会役員室にいる先生、丸山先生、石井先生、

古谷先生等にお声がけ下さい。

first call ：佐々尾先生 second call 及び緊急時：大会役員室先生

軽症で捻挫、肉離れといった場合は、医務室を出て左手に、『テーピングブース』があります。

石山トレーナー（他数名の先生）がいらっしゃいますので、相談して下さい。

気分が悪い、頭痛等は先生の指示に従って、医務室のベットを使用してもらって構いません。

必ずご本人、または付き添い者の方が「負傷者リスト」に記入をして下さい。

（用紙は医務室にあります。必要事項全てに記入しないと保険が適用されません。）

３０分の引継ぎの時間を設けているので、次の担当者に業務の説明を必ずして下さい。
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■各グランド給水担当者の業務

ＡＢＣＤグランドの給水タンクの管理、ビブス、ボトルキャリーの管理業務となります。

給水タンク内のミネラルウォーターが無くならないよう、チェックして下さい。

▽ミネラルウォーターは、下記の場所にストックしてあります。

Ａグランド：大会運営本部

Ｂグランド：道を挟んだ倉庫内

Ｃグランド：レンタカーのワンボックスの中

Ｄグランド：レンタカーのワンボックスの中

※数に限りがあるので、ダンボールごと、またはペットボトルごとチームに渡すことはしないで下さい。

またタンク内の氷が無くなるなどがあった場合、各グランドにいるスタッフに声がけして下さい。

トランシーバーで連絡し、運営本部のスタッフが氷を持っていきます。

ビブスとボトルキャリーの業務は、下記種類・枚数が各グランドに割り当てられていますので、必要な枚数を確認して、

必要分のみを試合前の両チームに渡して下さい。貸し出す際には、「管理表」に必要事項を記入してもらって下さい。

また試合終了後、必ず返却するよう伝えてください。

（それでも毎年、勝利し喜びでビブスの返却を忘れるチームが多々ありますので、自ら両チームに取りに行って下さい。）

青ビブス：リザーブ 学生：５枚×２チーム＝計１０枚、OB：７枚×２チーム＝計１４枚

紫ビブス：ウォーターボーイ ２枚×２チーム＝計４枚

赤ビブス：安全対策担当（メディカルサポーター）１枚×２チーム＝計２枚

ライムグリーン： 学生タッチジャッジ

緑ビブス：チームカメラマン １枚×２チーム＝計２枚

ボトルキャリー： ２台×２チーム＝計４台

青ビブスは、学生チームの場合、リザーブは５名までなので、１チーム５名＝ＭＡＸ５枚まで貸し出せます。

ＯＢチームの場合、リザーブは７名までなので、１チーム７名＝ＭＡＸ７枚まで貸し出せます。

３０分の引継ぎの時間を設けているので、次の担当者に業務の説明をして下さい。
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■各グランド給水担当者の業務（各グランド配置）

Ｂグラウンド

ボトルキャリー
ビブス貸出

給水タンク

音響

責任者 タイム
キーパー

記録 ＭＣ
＆ディレクター

補助スタッフ

トーナメントボード

★医歯薬ボランティア
スタッフはここに集合

入口

Ａグラウンド

ボトルキャリー
ビブス貸出

給水タンク

音響

責任者タイム
キーパー

記録ＭＣ
＆ディレクター

補助スタッフ

★医歯薬ボランティア
スタッフはここに集合

入口

Ｃグラウンド

ボトルキャリー
ビブス貸出

給水タンク

音響

責任者 タイム
キーパー

記録 ＭＣ
＆ディレクター

補助スタッフ

トーナメントボード

★
医歯薬ボランティア
スタッフはここに集合

Ｄグラウンド

ボトルキャリー
ビブス貸出

給水タンク

音響

責任者 タイム
キーパー

記録 ＭＣ
＆ディレクター

補助スタッフ

トーナメントボード

★
医歯薬ボランティア
スタッフはここに集合

※当日、若干場所が異なる場合もございます、ご了承下さい。
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■トライランキングの業務（各グラウンド運営本部脇待機）

試合終了時、対戦したそれぞれのチームにトライシールを渡すことが業務となります。

両チームにトライした数だけシールを渡すようにしてください。

▽業務の流れ

①ボランティアスタッフ配当表をチェックし、自分の担当する時間とグラウンドを確認してください。

②担当するグラウンドに到着したら、

テントの「スタッフ」のカードを下げているスタッフに声掛けいただき、シールと資料を受け取ってください。

各グラウンドの公式記録担当者にトライランキング担当者であることを報告してください。

③試合が始まる前に、対戦する両チームにトライランキングの担当者であることを報告し、

チームの代表者に試合終了後にシールを渡すことを連絡してください。

④試合が始まったら、トライチェック表を使って両チームのトライ数をチェックして下さい。

試合終了後には、公式記録担当者に最終のトライ数を確認し、公式のトライ数をチェックして下さい。

⑤試合終了した両チームの代表者に駆け寄り、トライ数分のシールを配布して下さい。

（後で「貰ってなかった」とならないように必ず代表者にお渡しください）

担当する時間の間、③～⑤を繰り返してください。

担当する時間が終わったら、テントの「スタッフ」に声掛けいただき、シールと資料を戻してください。

※皆さんが配ったシールは、Ａグラウンド受付本部脇に設置されるランキングボードに貼られます。
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■運営本部の業務

クリーニングの受付、シャワールームの清掃等が主な業務となります。

当日、運営本部のスタッフが説明いたしますので、時間厳守で『運営本部』に集合してください。

指定時間に集合

何らかのトラブルや、わからないことがあった場合は、
必ず医歯薬連盟の笹井理事に相談して下さい。

笹井義宣先生 携帯：090-1422-6662


