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報道各位

報道取材に関するお願い

本大会の開催にあたり、報道関係の皆様に支障なく取材していただくために、下記の要領
にて取材・報道体制を整えております。申し込みされた場合には、本取材要項の全ての内容
に同意したものとみなしますので、予めご了承ください。なお、取材に関しましてはスポー
ツ報道を目的としている場合に限らせていただきます。

また、新型コロナウイルス感染拡大防止および大会運営・競技進行に支障のないよう、競
技役員の指示には必ず従ってください。指示に従っていただけず支障となるような行為が
あったと判断した場合は退場していただく場合もございます。

１．取材申請について

（１）報道取材可能団体

日本新聞協会・日本雑誌協会・日本スポーツニュース協会・日本スポーツプレス協会・

日本外国特派員協会の各加盟社、陸上競技専門誌等、スポーツ報道を目的とするメディ

アに限ります。

※参加チーム企業関係者（参加チーム企業広報・参加チーム企業から委託された業者
等）は対象外のため、受付いたしません。別途、日本実業団陸上競技連合までお問
い合わせください。

（２）申し込み方法

本要項に添付された取材申請書（報道機関用）による事前申請となります。

１１月１８日(木)１７：００までに、本連合事務局までFAXでお送りください。

※〆切後の申請、当日の申請は受け付けません。期日までの申請にご協力ください。

※大会１週間前から「(大会前・当日)体調管理チェックシート」(別紙) に記入し、当
日の報道受付にてご提出いただきます。（後述参照）

（３）取材人数制限について

新型コロナウイルス感染拡大防止を目的に最小人数で対応いただきたく、各社毎に以下

の人数とさせていただきます。（主催・共催・共催関係社、中継局は除く）

■記者(ペン)：１社につき２名まで

■スチール：１社につき２名まで（ペン・カメラ兼用はスチールで申請）

■テレビ・ENG：１系列につき１クルー４名まで（ディレクター含む／記者2名まで）

※申請が許可されましたら、押印した取材申請書をＦＡＸにて返送いたします。
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２．大会当日の受付

（１）フィニッシュ地点

報道受付 ⇒ 仙台市陸上競技場 メインスタンド１階玄関前

・事前申請の登録許可を確認後ＩＤ（全員）、ビブス（カメラのみ）をお渡しします。

常時着用（カメラはID・ビブスのいずれも）をお願いします。

・報道受付時必須対応（★）は下記の通りです。

①マスクの常時着用 ②検温 ③アルコール消毒

④(押印済)取材申請書・名刺の提出

⑤「(大会前・当日)体調管理チェックシート」(別紙) 提出
※大会1週間前から事前記入・提出

⇒ 上記対応確認し、検温通過後、IDに検温済みシールを貼付します。

※同チェックシートのいずれかに該当する項目があった方については、大会主催者が本人に内
容を確認のうえ、入場可否を判断いたします。体調不良申告者、検温時37.5℃以上あった者、
体調管理チェックシートの提出・記入をしていただけない方は入場をお断りします。

受付位置 仙台市陸上競技場メインスタンド１階玄関前

プレスルーム

報道受付

正面入口

メインスタンド１階平面図

※報道受付設置場所は、当日の状況により位置を変更する場合がございます。
※プレスルームは正面入口左前方にあります。
※優勝会見はオンライン会見のため、取材者はインタビュールームに入れません。
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２．大会当日の受付

（２）スタート地点

カメラ受付 ⇒ 松島町文化観光交流館１階入口内

・スタート地点では、混雑緩和のため、カメラのみの受付します。

ペン記者の取材受付は行いません。またペン記者用報道車は運行しません。

・事前申請による登録許可を確認後、ＩＤとビブスの両方をお渡しします（常時着用）

・フィニッシュ地点受付と同様の報道受付時必須対応（前頁★以下参照）をお願いします。

※対応いただけない場合は、ID・ビブスを支給しません。

※スタート地点は公道からのスタートになり、充分な撮影スペースの確保が難しくなっています。
競技役員、現場係員の指示に従ってください。

受付位置

※松島町文化観光交流館内に「カメラ控室（取材者控室）」を設置します。
同室は12:30に閉鎖します。スタート後は速やかにご退室ください。

松島町文化観光交流館
１階入口内

〓 線･･･関係者以外
立入禁止エリア

（要ビブス着用）
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3．取材受付時の注意事項、取材控室について

（１）報道受付

・報道受付はスタート地点、フィニッシュ地点いずれも10時から開始します。

それ以前の入場はご遠慮ください。

・ＩＤ及びビブスの再発行はいたしませんので、紛失しないよう取り扱いは厳重にお願い
します。なお、ＩＤ及びビブスは第三者への譲渡・貸与はできません。登録申請・許
可された本人のみ有効です。

・取材終了時、ビブスは報道受付に返却、ＩＤは各自にて廃棄 願います。

・大会終了後２週間、「(大会後)体調管理チェックシート」(別紙)を各自で記入・管理
いただき、感染発覚の際など必要に応じて提出いただくことがあります。

（２）プレスルーム・カメラ控室について

・インターネット回線の設備はございません。各自でご用意をお願いいたします。

・プレスルームは新型コロナ感染拡大防止のため、通常の席数より間引いております。
数に限りがございますので、何卒ご了承ください。またプレスルーム以外の
会場内コンセントは競技運営に支障をきたしますので使用しないでください。

・松島町文化観光交流館のカメラ控室は12:30、
仙台市陸上競技場内プレスルームは18:00にそれぞれ閉室します。

・スタンド取材席はありません。スタンドからの観覧は可能ですが、
ペン取材（関係者へのインタビューなど）はご遠慮願います。

・会場内での盗難等の被害につきまして主催者側では⼀切関知いたしませんので、
貴重品の管理にはご留意ください。
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4．取材について

（１）報道ＩＤ・ビブスの着用

受付時に、以下のとおり報道ＩＤ及びビブスをお渡しいたします。写真・映像の撮影は、

ビブス着用者のみ可能ですので、取材活動中は常時着用してください。

種別 報道ＩＤ ビブス 備考

記者 無 ＩＤのみ着用 ※撮影不可。

スチール
または
TV・ENG

スチール（各社１名まで）のみ
競技場イン･フィールド内
撮影可 ※TV/ENGは不可
ＩＤ・ビブスを両方着用

※ペン・カメラ兼用の方は
ID・ビブスを両方着用

（スチール扱いとなります）

報道
日本実業団

陸上競技連合

PHOTO

12

12
PHOTO

検
温

※受付にてIDに
「確認済みシー
ル」を貼付。シー
ル貼付のないID所
持者は入場不可

※ID、ビブスの色、デザインは変更となる場合があります。

・記者として申請された方は、いかなる地点でもカメラ撮影はできません。
カメラ撮影を兼任される場合は、事前にスチールとして申請してください。

・撮影は主催・共催・中継社のカメラを優先させていただきます。また中継の都合上、フ
ラッシュインタビュー、その他の撮影等において、ご配慮いただく場合がございます。
ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。

・仙台市陸上競技場ではスタンドからの撮影は可とします。ただし撮影エリアを制限する
場合がありますので、競技役員の指示には従ってください。

・フラッシュを用いた撮影は、ご遠慮ください（表彰式を除く）。

・カメラマン同士の安全な距離を確保してください（できるだけ１m以上）。感染拡大防
止および競技運営上、撮影エリアを制限・変更する場合があります。許可されたエリア
であっても、競技役員の指示には必ず従ってください。

（２）前日会見、優勝会見について

・新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からリモートによるオンライン会見とします。
詳しくは別項をご確認ください。

（３）ＯＡ分岐について

・当日１１時５０分〜１４時５４分（予定）にＴＢＳより各系列キー局にＯＡ分岐を
行います。お問い合わせは各系列キー局にお願いいたします。
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４．取材について

（４）各中継所取材について

・混雑緩和のため、中継所取材はカメラ撮影のみ可とします。
ペン記者取材はできません（主催･共催･中継社等除く）。
撮影時はＩＤカード、ビブス、自社腕章を着用してください。走り終えた選手には
中継社がインタビューを行う予定です。

・中継所では、過密対策のため撮影スペースを制限する場合があります。
現場係員の指示に従い、制限エリアの外側での撮影をお願いします
（主催･共催･中継社を除く）。

・中継所では、テレビのＥＮＧの取材は出来ません（中継社除く）。

・全コースとも車道、中央分離帯、歩道橋での取材は禁止です。

（５）写真取材車（カメラ車）、代表取材写真について

・スチール写真取材のためにカメラ車１台を運行します。乗車は毎日新聞写真部１名と
日本雑誌協会代表１名とします。毎日新聞撮影の写真は数枚を選んで代表写真として
大会当日の午後６時頃に共同ＣＭＳシステムで東京写真記者協会加盟社に配信します。

（６）ゴール地点での撮影について

・競技場内ではビブス、自社腕章を着用してください。また、立ち入り禁止区域、
脚立使用不可などの規制がありますので係員の指示に従ってください。
フィールド内には、テレビのＥＮＧは入れませんのでトラックの外側から取材願います
（主催・共催・中継社を除く）。

・フィールド内はスチールに限り各社１名のみ撮影可能ですが、ゴール脇（フィールド
側）地点は手狭なため毎日新聞写真部とＴＢＳ（スチール）、日本雑誌協会代表
各１名のカメラ撮影のみとなります。この位置からの写真は毎日新聞の代表配信対象外
とします（配信しません）。

※フィールド内の芝の養生エリアは立ち入り禁止です。

・トラック外側からのゴール撮影は自由取材ですが、制限区域を設ける場合がありますの
で係員の指示に従ってください。

・アンカーがゴール後、中継社がフィールド内で単独インタビューを行います。
スチール撮影時はご配慮・ご協力をお願いします。

・優勝チームの共同インタビューは、表彰式の後に予定し、リモートによるオンライン会
見となります。インタビュールームへの入室はできません。

（７）表彰式取材について

・表彰式は仙台市陸上競技場にて簡素化して行います（15:15開始予定）。

・離れた位置からの撮影は可能ですが、「３密」防止のため係員の指示に従ってください。



日本実業団陸上競技連合

４．取材について

（８）優勝チーム以外の取材について

・優勝チーム以外のチーム所属選手などのコメントを希望する取材者は、屋外での
ミックスゾーン形式によるぶら下がり取材とします（選手側柵と報道側柵の間隔を
取った形での自由取材となります）。取材時は、柵の内側にある取材待機エリアから
選手動線上の選手に声をかけ、取材OKの選手のみ選手側柵部分まで近寄って取材に応
じる形とします（下記、指定位置イメージ図参照）。

・取材時は必ずマスクを着用し、取材者間の間隔を確保するよう心掛けてください。

・ミックスゾーン付近では間隔確保の要請など、現場競技役員の指示に従ってください。

・優勝チーム会見（オンライン会見）との取材時間の調整は行いません。また競技場外
など指定位置以外の取材は禁止します。

・雨天時、その他の事情により、優勝チーム以外の取材について取材形式の変更、または
取材の取りやめをお願いする場合があります。あらかじめご了承ください。

優勝チーム以外の
取材希望者は、白色実線
部設置の柵内側（青色部
分）での取材・声掛けと
なります

100mスタート付近から退場門までを自由取材の指定位置とします優勝チーム以外の取材について
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【オンライン取材による取材方法】

①オンライン取材用ＩＤ・パスワードを報道受付社には別途お知らせします。
各自にてアクセスし、参加してください。

➁オンライン取材はWeb会議ツール「Ｚｏｏｍ」を使用いたします。インス
トール・使用方法等は公式サイト（https://zoom.us/）を各自ご確認の上、
ご準備ください。
※プレスルームほか今大会で使用する施設には、インターネット回線の
設備はございません。各自でご用意をお願いいたします。

※当日の回線環境その他事情により、会見の形式、運用方法等が急遽変更と
なる場合があります。

５．前日会見、優勝チーム会見について

（１）会見形式について

・前日会見、優勝チーム会見は オンライン会見 とします（下記参照）。

・主催、共催、中継社を除き、会見場・インタビュールームには入場できません。

（２）前日会見について 【11月27日（土）】１５：００～ 開始予定

・前日会見は、許可社のみにアクセス可能な「ペン記者用のZOOMによる配信」を
行います。

・ペン記者用のZOOMによる配信映像は、会場全体を見渡す固定カメラでの映像です。
放映等に適した音声・映像を提供できませんのでご了承ください。

・スチール撮影は、毎日新聞社と日本雑誌協会の代表各1名による代表撮影とする予定
です（変更になる場合があります）。毎日新聞社の撮影写真は、当日の午後６時頃に
共同ＣＭＳシステムで東京写真記者協会加盟社に配信します。

・TV・ENG向けに、ＴＢＳより各系列キー局に映像分岐を行います。お問い合わせは
各系列キー局にお願いいたします。

・代表質問後、取材各社の質問をお受けします。当日、ペン記者用のZOOMから、
チャット機能を通じて質問内容をテキストでお送り頂き、代表社から質問をします
（質問数や内容は、会見時間・重複等を考慮し主催者の判断でセレクトします）。

・前日会見用のプレスルームはありません。

・前日会見のスケジュール、予定選手は別途発表とし、ペン記者用会見のＩＤ・パス
ワード、概要などとともに許可社にのみメールで配布します。開始時間や会見の
仕様等は、本概要の内容から⼀部変更となる場合もあります。ご了承ください。
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５．前日会見、優勝チーム会見について

（３）優勝チーム会見について 【11月28日（日）】表彰式後(予定)

・優勝会見は、（中継社のフラッシュインタビュー後）表彰式を行いますので、
表彰式が終了し、準備が出来次第開始します。

・会見のＩＤ・パスワード、録画許可等の案内は当日、報道受付にて配布します。

・優勝チーム会見は、PCによる固定カメラでの映像です。
選手⼀人ずつ、交代でカメラ台の前に来て発言する形をとる予定ですが、
放映等に適した音声・映像とならない場合もあります。あらかじめご了承ください。

・代表質問後、取材各社の質問をお受けします。質問がある方はチャット機能を通じて、
「媒体名・氏名」を投稿。事務局(ホスト)から指名いたしますので、指名された方は
ミュートを解除頂きご質問をして頂きます。

・優勝会見開始時は、ZOOMのチャット等で案内します。２位以下チームの
退場時と同じタイミングとなる場合もありますが、開始時間の調整は行いません。

・優勝会見場の撮影は、スチール、ＥＮＧともにできません。代表撮影もありません。

・優勝会見の運用方法、仕様等は今後変更となる場合もあります。

６．その他

・当日、記録等に関するお問い合わせは報道受付にお問い合わせください。

・本要項の内容は、新型コロナ感染拡大防止および競技運営上の都合により大会当日も
含め変更する場合がございます。その際は競技役員の指示に従ってください。

・その他、本大会に関するお問い合わせは、以下の連絡先にお願いいたします。

●大会に関するお問い合わせ先●

2021年（第41回）全日本実業団対抗女子駅伝競走大会事務局

11/25まで Tel   03-6268-0218  ／ FAX  03-6268-0219（日本実業団連合）

11/26・27 Tel   022-794-7597（仙台サンプラザホテル内事務局）

11/28         Tel   022-781-6934（仙台市陸上競技場内事務局）
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日本実業団陸上競技連合 宛 ＦＡＸ：０３－６２６８－０２１９

第41回
全日本実業団対抗女子駅伝競走大会

取材申請書（報道機関用）

貴社名

住所

責任者氏名

責任者の部署 責任者の役職

連絡先電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

当日連絡先

氏名

携帯番号

↓取材希望者全員の氏名を記入の上、該当欄に○を付けてください。↓

取材希望者氏名 取材方法

1 記者 スチール TV/ENG

2 記者 スチール TV/ENG

3 記者 スチール TV/ENG

4 記者 スチール TV/ENG

※記者(ペン)＝１社につき２名まで

※スチール＝１社につき２名まで（ペン・カメラ兼用はスチールで申請）

※テレビ・ENG＝１系列につき１クルー４名まで（ディレクター含む／記者2名まで）

※オンライン会見URLを送信する予定です。誤記・誤読のないように大きく正確に記入して下さい。


