
１．取材申請について

この「取材要領」は、報道関係の皆様が円滑に取材活動が行われることを目的として作成し
ております。取材については事前申請とさせていただき、申請がない場合は原則的に取材す
ることができませんのでご注意ください。
皆様方におかれましては、取材要領を熟読いただき、安全な報道取材について、御理解と御
協力いただきますようお願い申し上げます。

大会前日のプレスインタビュー、開会式、大会当日のスタート、各中継所、フィニッシュでの
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、２０１４年１２月１６日(火)までに
大会事務局にメール又はＦＡＸにてお申し込みください。
事務局より申請内容の審査後、改めてご連絡致します。
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２．大会公式日程

＜１２月２２日（月）＞

１２時～１２時３０分 出場校受付
１３時～１３時４５分 監督会議
１４時～１４時３０分 プレスインタビュー
１５時～１５時４０分 開会式

平成２６年１２月５日

２０１４全日本大学女子選抜駅伝競走（富士山女子駅伝）

報道取材について

富士市文化会館（ロゼシアター） ４階 第1会議室
富士市文化会館（ロゼシアター） ３階 レセプションホール
富士市文化会館（ロゼシアター） ４階 第2会議室
富士市文化会館（ロゼシアター） ２階 中ホール

＜１２月２３日（火・祝）＞

１０時００分 レーススタート
１３時００分頃 閉会式（表彰式）
１６時００分 大会事務局閉鎖

富士山本宮浅間大社前
富士総合運動公園陸上競技場
富士総合運動公園陸上競技場

３．報道受付について

大会前日と当日に報道受付を行います。受付にて、申請された社名・担当者名を確認し受付者のお名刺

を頂きますのでお持ちください。受付にてプレスＩＤ・ビブス（スチール、ENGのみ）・プログラム、他資料をお

渡しします。

受付後より取材の際は、ＩＤ・ビブスを必ず着用していただきますようお願い致します。
着用が無い場合は取材エリアへの立ち入りを禁止させて頂きますので予めご了承ください。
（※大会当日の飛び込み取材は受け付けておりません。）

【受付】 １２月２２日（月） １２時～１５時

１２月２３日（火・祝） ８時～９時３０分

９時～１０時

富士市文化会館（ロゼシアター）４階エレベーターホール

富士山本宮浅間大社前

富士総合運動公園陸上競技場内



４．大会前日の取材について

「出場校受付」と「監督会議」はフジテレビ（以下、中継社）以外は取材が出来ません。

取材できるのは下記の公式日程です。大会事務局の指示に従って取材を行ってください。

（詳細は前ページ【2.大会公式日程】の通り。）

≪プレスインタビュー≫

プレスインタビューを下記の出席者で行う予定です。

監督会議で決定したオーダーリストをこちらで配布致します。

＜出席者＞立命館大学・大東文化大学・大阪学院大学・松山大学・鹿屋体育大学以上５大学 監督のみ

≪開会式≫

当大会の開会式を行います。取材にあたっては下記の通りプレスエリア（プレス席・カメラエリア）を設

けておりますのでご利用ください。
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カメラエリア
※電源あり。

プレス席

ステージ



５．大会当日の取材について

取材可能場所は、事前申請を頂いたスタート、各中継所、フィニッシュ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。大会事務局及び競技役員の指示に従い、大会運営並びに競技の妨げに

ならない様、十分ご配慮をお願い致します。取材の際は必ず、ＩＤ・ビブス（必要社のみ）の着用をお願い

致します。
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プレス用輸送車両（スタート→フィニッシュ）

スタート・各中継点・フィニッシュにはプレスエリアを設けております。
各所のプレスエリアは次ページ以降に記載しておりますのでご確認ください。
尚、以下の注意点に留意頂きますようお願い致します。

１）車道や中央分離帯内、歩道橋上での取材はできません。
２）中継所には走路（道路）が狭い上、歩道等の幅が十分でない箇所もあります。
事故のないようにご注意ください。

３）取材エリアの優先順位は中継社であるフジテレビです。
選手への個別取材は、中継社の撮影、インタビュー終了後にお願い致します。

カメラ車への乗車は、後援新聞社、主催者が指定する雑誌社、大会オフィシャルの３社（３名）とさせて

頂きます。上記でご希望の方は、この取材申込書にて申請をお願い致します。

当日の発着場所・出発時間につきましては、報道受付にて詳細資料をお渡しします。

ご乗車される本人が必ず確認くださいますよう、お願い致します。

また随行車両ですので１位のフィニッシュには間に合いません。

スチールカメラ専用随行車両（カメラ車）

プレス用にスタート地点（富士山本宮浅間大社）からフィニッシュ地点（富士総合運動公園陸上競技場）

行きの車両を運行致します。

乗車希望の方は、この取材申込書にて申請をお願い致します。乗車人数は限りがございますので、申

請の先着順で定員になり次第締め切りとさせていただきます。輸送車両の発着場所・出発時間につき

ましては、報道受付の際に資料をお渡し致します。

プレスエリア



■スタート地点 富士山本宮浅間大社前

当日は大会関係者や中継社の取材などで、大変な混雑が予想されますので、警察・競技役員・大会
事務局の指示に従って安全に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直前の選手への取材はご遠慮ください。
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客 席

プレス
エリア

表彰台フィニッシュライン

大会
本部

インタビュー台

■フィニッシュ地点 富士総合運動公園陸上競技場

競技役員・大会事務局の指示に従って取材を行ってください。エリア内の取材は中継社優先となりま
す。またインフィールドでは中継社、代表社、大会オフィシャル以外は取材ができませんのでご了承く
ださい。優勝チームへの取材は、中継社による優勝インタビュー終了後可能となりますが閉会式が１３
時からございますので、支障が無いように行ってください。また優勝チームの記者会見は行いません。
閉会式のプレスエリアへは当日大会事務局スタッフがご案内します。
「プレスルーム」では、オーダーシート、リザルト、天候、他 大会情報の配信を致します。

プレスルーム

プレスエリア
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〈第３中継所 富士市クリーンセンターききょう前〉 〈第４中継所 富士市役所前〉

〈第５中継所 富士市東部市民プラザ前〉 〈第６中継所 エヌピー運輸富士(株)駐車場前〉

〈第１中継所 （株)小林製作所鷹岡工場前〉 〈第２中継所 富士市交流プラザ前〉

■各中継所

競技役員・大会事務局の指示に従って取材を行ってください。中継所によっては走路が狭いところがご
ざいますので競技の妨げにならないよう、十分注意してください。基本的にカメライントレ前にエリアを
設けております。ウォーミングアップ中、スタート直前の選手への取材はご遠慮ください。到着した選手
への取材は中継局優先となります。各所ともプレス用の駐車場をご用意しておりませんのでご了承くだ
さい。尚、中継所では報道受付及び記録の配布は行いません。

プレスエリア

カメライントレ

プレスエリア
プレスエリア

プレスエリア

プレスエリア

カメライントレ

プレスエリア

40ｍ
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フィニッシュ地点｢富士総合運動公園陸上競技場」内にプレスルームを設置します。
ルーム内には中継用テレビモニター、無線ＬＡＮが設置されますのでご利用ください。コピー機、ＦＡＸは
大会本部にございますので、お手数ですがご利用の際は大会事務局（スタッフウエア：赤、パス：赤）
スタッフへお声掛けください。
競走の経過及びリザルトの速報、天候情報は、このプレスルームでのみ配布致します。
また競技終了後は速やかに結果を発表し、リザルトを掲示、配布致します。
尚、プレスＩＤの無い方はプレスルーム内には入れません。
※無線ＬＡＮは環境の都合上、ＡＤＳＬ回線となり接続数にも限りがございますので、利用される場合
は譲り合ってご利用頂きますようご協力をお願い致します。

プレスルーム開設日時： １２月２３日(火・祝） ９時００分～１６時

●閉会式はレース終了後１３時００分頃より、｢富士総合運動公園陸上競技場｣で行います。
※雨天の際は競技場施設内へ移動する事がございます。雨天の場合は当日、プレスルームにてご案
内致します。

●大会終了後はビブスの返却を以下の場所までお願い致します。
大会当日（～１６時まで）： プレスルーム（富士総合運動公園陸上競技場内）

※設置されている返却ＢＯＸへお戻しください。
大会翌日以降： 大会事務局（富士市市役所現業棟２階）

プレスルーム

その他

当大会は、フジテレビ系列の中継録画放送となります。

全ての映像及び情報解禁は放送終了後とさせて頂きます。
ご理解、ご協力を宜しくお願い致します。

放送時間： １２月２３日（火・祝） １４時～１６時５０分 フジテレビ系全国ネット中継録画放送

※タワー分岐映像の使用希望は、フジテレビのスポーツニュース協会までお問い合わせください。

映像使用・情報解禁について

〈大会・広報のお問い合わせ〉

全日本大学女子選抜駅伝競走実行委員会 事務局
担当 仲田

住所 〒417-8601

静岡県富士市永田町1-100 富士市役所現業棟２階

ＴＥＬ 0545-55-2862

ＦＡＸ 0545-55-2885
Mail fujisanekiden@arion.ocn.ne.jp

mailto:fujisanekiden@arion.ocn.ne.jp


バス乗車

P／S／ENG
22日（月）
プレスインタビュー

23日（火・祝）
　　　　スタート　/　第       　　　    中継所　/　フィニッシュ　/　カメラ車

P／S／ENG
22日（月）
プレスインタビュー

23日（火・祝）
　　　　　　　　スタート　/　第       　　　    中継所　/　フィニッシュ

P／S／ENG
22日（月）
プレスインタビュー

23日（火・祝）
　　　　　　　　スタート　/　第       　　　    中継所　/　フィニッシュ

P／S／ENG
22日（月）
プレスインタビュー

23日（火・祝）
　　　　　　　　スタート　/　第       　　　    中継所　/　フィニッシュ

P／S／ENG
22日（月）
プレスインタビュー

23日（火・祝）
　　　　　　　　スタート　/　第       　　　    中継所　/　フィニッシュ

P／S／ENG
22日（月）
プレスインタビュー

23日（火・祝）
　　　　　　　　スタート　/　第       　　　    中継所　/　フィニッシュ

P／S／ENG
22日（月）
プレスインタビュー

23日（火・祝）
　　　　　　　　スタート　/　第       　　　    中継所　/　フィニッシュ

P／S／ENG
22日（月）
プレスインタビュー

23日（火・祝）
　　　　　　　　スタート　/　第       　　　    中継所　/　フィニッシュ

取材者氏名 取材箇所
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取材者が該当するものに○を付けてください。

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／県・市・学校広報５

取材者全員の名前を記入の上、該当する箇所を○で囲んでください。

２０１４全日本大学女子駅伝選抜競走 取材申込書

社名 媒体名

所属・担当 担当者名

TEL 携帯電話 ＦＡＸ

住所

【送信先】全日本大学女子選抜駅伝競走実行委員会事務局

ＦＡＸ ０５４５-５５-２８８５

E-mail fujisanekiden@arion.ocn.ne.jp

□ ２２日（月） 富士市文化会館（ロゼシアター）

□ ２３日（火・祝） スタート地点
□ 〃 フィニッシュ地点

※ Ｐ＝ペン、Ｓ＝スチールカメラ、ＥＮＧ＝テレビカメラ、ビデオカメラ

申請日 月 日

●報道関係者輸送バス： 乗車を □希望する （ 名） □希望しない
●カメラ車（ｽﾁｰﾙ専用）： 乗車を □希望する □希望しない

※カメラ車への乗車は後援新聞社、主催者が指定する雑誌社、大会オフィシャルのみとさせて頂きます。
ご了承ください。

報道受付（ＩＤ・ビブス受取）をされる場所に☑を入れてください。

下記の内容で希望される箇所に☑を入れてください。

締切12月16日（火）


