報道各社の皆様へ

『秩父宮賜杯 第４７回全日本大学駅伝対校選手権大会』
◇主な大会スケジュール
2015 年 10 月 30 日（金）

2015 年 10 月 31 日（土）

2015 年 11 月１日（日）

15：00～16：00 メンバーエントリー発表、監督記者会見
(朝日新聞名古屋本社 15 階朝日ホール)
15：15 頃～ 最終メンバーエントリー（メンバー変更）発表
(朝日新聞名古屋本社 15 階ロビー)
16：00～
開会式
(朝日新聞名古屋本社 15 階朝日ホール)
8：05
13：25 頃
14：30 頃～

スタート（熱田神宮西門前）
フィニッシュ（伊勢神宮内宮宇治橋前）
閉会式（伊勢神宮会館大講堂）

【注意】報道取材の申し込みについて
『第４７回全日本大学駅伝対校選手権大会』の取材を希望される報道機関等は、
事前の申込みが必要となります。「報道取材について」に従って、別紙の「取材
申込書」を 2015 年 10 月 23 日（金）までに、
（公社）日本学生陸上競技連合に
郵便または FAX で申し込んで下さい。また、記載した「取材申込書」をコピー
し、当日に報道受付に持参、提出してください。

2015 年 10 月 14 日

公益社団法人

日本学生陸上競技連合
〒151-0053
東京都渋谷区代々木 1-58-11
中沢ビル 2F
TEL 03-5304-5542
FAX 03-5304-5569
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秩父宮賜杯 第４７回全日本大学駅伝対校選手権大会「報道取材について」
１

報道取材申込み
本大会の取材を希望される各社は、別紙の「取材申込書」で 2015 年 10 月 23 日（金）までに（公社）日

本学生陸上競技連合に郵便またはＦＡＸで申し込んで下さい。提出がない場合、当日の取材を制限すること
があります。
なお、原則として運動記者クラブ加盟社・準加盟社・写真記者協会・日本雑誌協会・地区学連関連取材希
望社、及び陸上競技専門誌に限らせていただきます。
申込状況により、ご希望に添えない場合がございます。予めご了承下さい。
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報道受付の日時と場所
報道関係者の受付は、下記の太字の通り行います。事前申し込みで記載した「取材申込書」をコピーし、

当日の報道受付へ必ず提出してください。
2015 年 10 月 30 日（金）

14：30～
＜報道受付＞ (朝日新聞名古屋本社 15 階朝日ホール)
15：00～16：00 メンバーエントリー発表、監督記者会見
(朝日新聞名古屋本社 15 階朝日ホール)

2015 年 10 月 31 日（土）

15：00～
15：15 頃～
16：00～

2015 年 11 月１日（日）

7:00～7:30
7:30～
8:05
13:25 頃
14:30 頃～

＜報道受付＞ (朝日新聞名古屋本社 15 階朝日ホール)
※最終メンバーエントリー（メンバー変更）発表
(朝日新聞名古屋本社 15 階ロビー)
開会式
(朝日新聞名古屋本社 15 階朝日ホール)
＜名古屋・報道受付＞熱田神宮西門前（報道バス車内）
＜伊勢・報道受付＞プレスセンター
（伊勢神宮会館講堂３階第 1 会議室）
スタート
（熱田神宮西門前）
フィニッシュ （伊勢神宮内宮宇治橋前）
閉会式

（伊勢神宮会館大講堂）

※メンバーエントリーは、10 月 30 日（金）の監督記者会見で同時に発表しますが、翌 31 日（土）の最終
メンバーエントリーで各チーム３人までのメンバー変更が可能です。最終メンバーエントリーは 31 日午後
３時 15 分ごろ、監督マネージャー会議の終了後に発表します。
【報道受付後の注意点】
・上記の受付で報道用ＩＤ及び撮影用ビブス、公式プログラムをお渡しします。
・取材時は自社腕章のほか、貸与した報道用ＩＤと撮影用ビブスを必ず着用して下さい。
・取材は大会役員及び競技役員の指示に従って、大会運営及び競技運営の妨げにならないように十分な
ご配慮をお願い致します。
・貸与した報道用ＩＤと撮影用ビブスは、スタート地点の熱田神宮西門前、フィニッシュ地点の伊勢神宮内
宮宇治橋前、もしくは伊勢神宮会館プレスセンターに必ず返却して下さい。
・総合記録はレース終了後、プレスセンター（伊勢神宮会館講堂３階第１会議室）で報道用ＩＤと引き換え
に配布します。
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3

10 月 30 日（金）

メンバーエントリー発表、監督記者会見

メンバーエントリーの発表、監督記者会見は、10 月 30 日（金）15 時から、朝日新聞名古屋本社 15 階朝
日ホールで行われます。
出場チームのうち、次のチームの監督が出席する予定です。
駒澤大学、明治大学、青山学院大学、東洋大学、山梨学院大学、東海大学（以上シード校）、岐阜経済大学
（東海地区）
4

10 月 31 日（土）

最終メンバーエントリー発表

10 月 31 日（土）にメンバー変更を受け付け、最終エントリーを監督・マネージャー会議終了後の 15 時
15 分頃から朝日新聞名古屋本社 15 階ロビーで発表します。監督・マネージャー会議には報道関係者は入室
できません。予めご了承ください。
5

11 月 1 日（日）

競技当日

① スタート地点
スタート地点（熱田神宮西門前）は、当日は関係者等で非常に混雑が予想されます。警察官、競技役員等
から指示があった場合は、それに従って取材を行って下さい。
ウォーミングアップ中及びスタート前の競技者へのインタビューはご遠慮下さい。
＊中央分離帯を含む公道、歩道橋からの写真撮影は厳禁
スタート地点は公道を使用しており、愛知県警察本部から中央分離帯を含む公道に立ち入っての写真撮影
は一切厳禁と指示されております。このため、今年からスタート地点先に報道機関等向けの撮影エリアを設
けましたので、そこからスタートの写真を撮るようお願いいたします。また、スタート地点付近の歩道橋で
の写真撮影も禁止されています。ご協力をお願いいたします。
※報道バスは選手のスタートと同時に出発しますので、スタートの 5 分前（8:00）までに必ずバスにお戻り下さい。
競技、運営に影響するため、バスは時間厳守で出発します。ご了承下さい。
② 中継地点
中継地点では受付及び記録の配布はいたしません。
ウォーミングアップ中及びスタート前の競技者への取材はご遠慮下さい。
たすき中継後の競技者へのインタビューは、競技者本人の承諾を得てから行って下さい。また、競技者は
閉会式会場（伊勢神宮会館）に移動しますので、支障のない範囲で取材を行って下さい。
大会事務局および競技役員の指示に従って取材を行って下さい。
③ フィニッシュ地点
伊勢神宮内宮前のフィニッシュ地点には、主催者及び大会関係者専用のエリアがあります。報道関係者は、
大型ビジョン周辺に設ける所定の報道エリア内に限って取材できます。インタビュー台周辺など、エリア外
での取材はご遠慮ください。
優勝チームへのインタビューは、インタビュー台にてメ～テレの司会により行います。その他に報道関係
者がインタビューする場合は、必ず監督及び競技者の了解を得て下さい。
競技者及び監督は、速やかに閉会式会場（伊勢神宮会館講堂）に移動しますので、主催者・関係者専用エ
リア外に出てから、支障のない範囲で取材を行って下さい。
大会事務局および競技役員の指示に従って取材を行って下さい。
※フィニッシュ地点から閉会式場の神宮会館へは徒歩約５分です。移動は各自でお願いします。
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④ プレスセンター
プレスセンターを伊勢神宮会館講堂３階第１会議室に 7:00 より設置します。
プレスセンターにはテレビモニターを設置して、競技の経過を放映します。
報道関係者の昼食として、プレスセンターに弁当を準備致します。
⑤ 記録
競技の途中経過、総合成績表はプレスセンターにて配布します。
ただし、総合成績表は閉会式での結果発表後に配布します。報道用ＩＤとの引き換えとなります。
⑥ その他
内容に変更があった場合には、大会事務局および競技役員の指示に従い取材を行って下さい。
上述の他、ご不明な点については（公社）日本学生陸上競技連合までお問合せ下さい。
本連合ホームページも是非ご参照くださいますようお願いいたします。（http://www.iuau.jp）
大会公式ホームページ（http://daigaku-ekiden.com/）
※フィニッシュ地点の手前にある宇治浦田交差点では、午前１０時５５分から交通規制（通行止めを含む）が
実施されます。十分にご注意下さい。
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（公社）日本学生陸上競技連合 宛
FAX 送信先

：

０３－５３０４－５５６９

『秩父宮賜杯

第４７回全日本大学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○をつけて下さい。

新聞社・通信社・テレビ・写真記者協会・陸上競技専門誌・その他
例）中部運動記者クラブ

社

名

住

所

＜加入されている団体名＞

責任者氏名
所属・役職
連絡先(携帯電話等)
メールアドレス
発表される媒体（誌名などを具体的に記入して下さい）

取材希望者全員の氏名を記入の上、該当する箇所を○で囲んで下さい。
取材者の氏名

取材希望地点
P ・S・TV/R

記者会見
開会式

報道バス

スタート

P ・S・TV/R

記者会見
開会式

報道バス

スタート

P ・S・TV/R

記者会見
開会式

報道バス

スタート

P ・S・TV/R

記者会見
開会式

報道バス

スタート

P ・S・TV/R

記者会見
開会式

報道バス

スタート

P＝ペン記者 S＝スチールカメラ

第
中継点
第
中継点
第
中継点
第
中継点
第
中継点

フィニッシュ
閉会式
フィニッシュ
閉会式
フィニッシュ
閉会式
フィニッシュ
閉会式
フィニッシュ
閉会式

TV/R＝テレビ・ラジオ

※申し込みの回答はいたしませんので、当日は、本用紙の写しを受付に持参して下さい。
※報道バスの乗車希望人数が多い場合は、乗車人数を調整していただく事があります。
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