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第 34 回全日本大学女子駅伝対校選手権大会 

報道取材について 
 

1.取材申請 

皆様の取材活動が円滑に行われるように、事前申込制を取らせていただきます。 

① 本大会の取材を希望される各社は、別紙の｢取材申込書｣をご記入の上、10 月 20 日(木)までに取

材受付窓口である読売新聞東京本社スポーツ事業部に FAX(03-3216-8974)で申し込んでください。 

② 事前申請の無い場合は、取材ができませんので、ご注意ください。 

③ 取材は、運動記者クラブ･写真記者協会･日本雑誌協会の各加盟社(準加盟社を含む)、及び陸上競

技専門誌に限らせていただきます。出場大学の広報担当者による取材は、取材受付窓口(同上、TEL: 

03-3216-8570)まで、別途お問い合わせください。 

 

2.大会公式日程 

【10 月 25 日(火)】 

午後以降 大会事務局開設      メルパルク仙台 4F「雅」 

【10 月 29 日(土)】 

11:30～12:00 メンバーエントリー メルパルク仙台 2F「テラ」 

13:00～(予定) 監督会議  同上 

13:45～(予定) 記者会見  同上 

15:00～16:00 開会式      メルパルク仙台 2F「ソーレルーナ」 

【10 月 30 日(日)】 

12:10～  レーススタート  仙台市陸上競技場⇒仙台市役所前市民広場 

15:00～15:40 閉会式      仙台市役所前市民広場 

閉会式後  優勝チーム記者会見 仙台市役所 2F プレスルーム 

18:00 頃  大会事務局閉鎖  メルパルク仙台 

 

3.記者会見 

出場チームの記者会見を以下の通り行います。 

<日 時> 10 月 29 日(土)13 時 45 分～(予定) 

<会 場> メルパルク仙台 2F｢テラ｣ 

<出席者> シード校（前回大会 1位～8位）及び東北学連選抜の監督(予定) 

<受 付> 事前に取材申込を済まされている方は、会場前の受付で社名と名前を確認の上、取材 ID

と関係資料を受け取ってください。 
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4.大会当日の取材 

【報道受付】 

① 報道関係者の受付は、大会前日の記者会見(メルパルク仙台 2F「テラ」)、あるいは大会当日に仙

台市陸上競技場（8時半～）、仙台市役所正面入口（10 時～）で行います。 

② 報道受付にて社名と名前をご確認の上、関係資料を受け取ってください。 

③ 受付の際は、取材申請書の控えをお持ちください。 

④ 中継所にて取材される方はいずれかの会場で受付を行ってから中継所で取材をしてください。 

⑤ 報道 ID、カメラゼッケンは大会終了後、仙台市役所正面入口に返却してください。 

 

【取材エリア】 

取材できる範囲はスタート、フィニッシュ、各中継所の定められたエリア内及びプレスルームとさせ

ていただきます。取材は大会関係役員及び競技審判委員の指示に従って、大会運営並びに競技の妨げに

ならない様、十分なご配慮をお願いいたします。 

 

<スタート地点>(仙台市陸上競技場) 

決められた報道エリア内で取材してください。当日は関係者等で混雑が予想されます。大会役員、競

技役員の指示に従って取材を行ってください。ウォーミングアップ中及びスタート前の選手への取材は

ご遠慮ください。 

<中継所>  

中継所での撮影は、１）日本テレビ、２）オフィシャルスチールカメラ、３）その他のスチールカメラ

を優先します。 

① 中継所での取材は中継所主任の指示に従い行って下さい。 

② 中継所では受付及び記録の配布は行いません。 

③ ウォーミングアップ中、出発前の選手への取材はご遠慮ください。 

<フィニッシュ>(仙台市役所前市民広場) 

フィニッシュ地点が公道上の為、カメラエリアの設置は先頭フィニッシュ予定時刻の約 10 分前となり 

ますので、交通規制前の場所取り等はご遠慮ください。 

 

【プレスルームについて】 

プレスルームは｢仙台市役所 2F｣に設置します。また、スタート地点となる仙台市陸上競技場 1F にも

プレス用控え室を設置します。各施設の開設時間は以下となります。 

｢仙台市役所 2F｣   10 月 30 日(日)10 時～17 時 

｢仙台市陸上競技場 1F 控え室｣  10 月 30 日(日)10 時～12 時 

① レース終了後、｢仙台市役所 2F プレスルーム｣にて優勝チームの記者会見を行います。 

② ｢仙台市役所 2F プレスルーム｣には大会本部が FAX を 1 台設置します。 

③ ｢仙台市役所 2F プレスルーム｣にはテレビモニターを設置します。 

④ ID カードの無い方はプレスルーム内には入れません。 

 

【ペン記者の皆様へ】 

①ID カード ②プログラム ③関係資料を配付いたします。 
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【スチールカメラ及び TV 関係取材者の皆様へ】 

①ID カード②カメラゼッケン③プログラム④関係資料を配付いたします。 

<共同カメラ車について> 

① 乗車するカメラマンは主催新聞、写協代表、雑協代表、記録の計 4 名に限り乗車できます。大会

当日、仙台市陸上競技場で受付を行い、乗車場所・発車時間等の指示をうけてください。 

② 写協代表、雑協代表として乗車を希望するカメラマンは、取材申請書にその旨を明記してくださ

い。また、仙台市陸上競技場前に待機する共同カメラ車に、スタート前の 11 時 50 分までに乗車

を完了してください。随行車両とともに指定場所に移動します。 

③ 車両運行の関係上、1位のフィニッシュには間に合いませんので予めご了承下さい。 

 

【その他】 

<開閉会式> 

開会式は、10 月 29 日(土)15 時から、｢メルパルク仙台 2Ｆ(ソーレルーナ)｣で行います。閉会式は 10

月 30 日(日)15 時ごろより、｢仙台市役所前市民広場 ステージ｣で行います。なお、開会式・閉会式中

の壇上での写真撮影は、読売新聞社、報知新聞社、日本テレビ、宮城テレビの代表者（オレンジのオフ

ィシャルビブス着用）に限らせていただきます。閉会式は雨天の際もステージで行います。 

<共同取材バス> 

スタート直後、仙台市陸上競技場を出発し、そのまま仙台市役所に移動します。 

乗車は、事前に申込のあった方に限らせていただきます。共同取材バスに乗車して取材される方は大

会当日、12 時 20 分頃(選手が第 1 中継所に到着する前)に出発しますので、あらかじめ、仙台市陸上競

技場前に待機する共同取材バスに集合してください。 

<公式記録> 

レースの経過及び通過記録並びに区間記録の速報は、仙台市役所 2F プレスルームで配布いたします。

競技終了後は速やかに結果を配布します。 

<注意事項> 

主催者側で駐車場を用意しておりませんので、公共交通機関等をご利用ください。 

⇒(仙台市陸上競技場) JR 仙石線宮城野原駅下車 徒歩 5分 

(仙台市役所)  市営地下鉄勾当台公園駅下車 徒歩 1分 

 

 

<大会のお問い合わせ> 
【10 月 24 日まで】 
大会事務局 東北学生陸上競技連盟 
〒983-0803 宮城県仙台市宮城野区小田原 1-5-37-1F 
TEL/FAX 022-706-0624 
E-mail  tohokugakuren2992@gmail.com 
----------------------------------------------- 
【10 月 25 日～29 日】 
大会事務局 メルパルク仙台 4F「涼」 
TEL：022-257-1104(TEL のみ） 
〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 5-6-51 

<取材申請に関するお問い合わせ> 
【10 月 24 日まで】 
読売新聞東京本社スポーツ事業部 
〒100-8055 東京都千代田区大手町 1-7-1 
TEL 03-3216-8570  /  FAX 03-3216-8974 
E-mail  spopro@yomiuri.com 
----------------------------------------------- 
【10 月 25 日～29 日】 
大会事務局 メルパルク仙台 4F「雅」 
TEL：022-290-9341  /  FAX：022-290-9347 
〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 5-6-51 



 -4- 

送品日   月   日 

送信先 FAX:03-3216-8974  10/20 締切 

読売新聞東京本社スポーツ事業部内 「全日本大学女子駅伝」取材受付窓口 宛 

TEL:03-3216-8570 

 

第 34 回全日本大学女子駅伝対校選手権大会 取材申込書 

 

取材者が該当するものに○をつけてください。 

新聞社・通信社・テレビ・ラジオ・写真記者協会・陸上競技専門誌・大学広報・その他 

携帯電話 メールアドレス

社名

住所
TEL
FAX

責任者

所属・役職 氏名

 

 

取材ＩＤ受け取り希望場所： 29 日(土)記者会見 ／ 30 日(日)スタート ／ 30 日(日)仙台市役所 

取材希望者全員の名前を記入のうえ、該当する部分を○で囲んでください。共同取材バス及び共同カメラ車に

乗車希望の方も○をつけてください。乗車人数を調整の上、改めて連絡させていただきます。 

 
共同取材バス
共同カメラ車

p  s  TV/R
29日（土）
記者会見

スタート 第1/2中継所第3中継所 第4中継所 第5中継所 フィニッシュ バス・カメラ

p  s  TV/R
29日（土）
記者会見

スタート 第1/2中継所第3中継所 第4中継所 第5中継所 フィニッシュ バス・カメラ

p  s  TV/R
29日（土）
記者会見

スタート 第1/2中継所第3中継所 第4中継所 第5中継所 フィニッシュ バス・カメラ

p  s  TV/R
29日（土）
記者会見

スタート 第1/2中継所第3中継所 第4中継所 第5中継所 フィニッシュ バス・カメラ

p  s  TV/R
29日（土）
記者会見

スタート 第1/2中継所第3中継所 第4中継所 第5中継所 フィニッシュ バス・カメラ

p  s  TV/R
29日（土）
記者会見

スタート 第1/2中継所第3中継所 第4中継所 第5中継所 フィニッシュ バス・カメラ

p  s  TV/R
29日（土）
記者会見

スタート 第1/2中継所第3中継所 第4中継所 第5中継所 フィニッシュ バス・カメラ

p  s  TV/R
29日（土）
記者会見

スタート 第1/2中継所第3中継所 第4中継所 第5中継所 フィニッシュ バス・カメラ

取材予定箇所取材希望者の氏名

※ｐ＝ペン記者 ｓ＝スチールカメラ TV/R＝テレビ・ラジオ 

※中継所での撮影は①日本テレビ②オフィシャルスチールカメラ③その他のスチールカメラを優先します。 


