
日本学生陸上競技連合

天皇賜盃第90回日本学生陸上競技対校選手権大会

取材要項
(報道機関用)

－申請書される前に、本要項を必ずご一読ください－

※今大会は新型コロナウイルス感染症対策のため取材制限があります。

大 会 日 程 ： ２０２１年９月1７日(金)～１９日（日）

大 会 会 場 ： 埼玉・熊谷スポーツ公園陸上競技場

取材申請締切
変 更 期 間

： ２０２１年９月６日(月) １２：００必着
： ２０２１年９月１３日（月）１２：００〆

報道受付時間

９月１７日（金）8：30~
： ９月１８日（土）8：30~

９月１９日（日）8：30~
※受付時間は変更になる可能性がございます
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報道各位

報道取材に関するお願い

平素は、日本学生陸上競技界発展のために格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

本大会は新型コロナウイルス感染症対策に配慮した上での開催となります。報道関係者

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。申込された場合には、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、大会運営及び競技進行に支障がないよう、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。

新型コロナウイルス感染症対策について

新型コロナウイルス感染症対策の観点から、以下の事項をご確認ください。

(1)取材人数は原則として1社2名以内(TV /ENGは1社1クルー以内)となります。

(2)大会2週間前から体調管理及び検温を必ず行い、体温・体調記録アプリにご記入いただき

大会当日報道受付にてご提示ください。

また、大会終了後2週間は体調管理及び検温を行っていただき、体温・体調管理アプリに

ご記入下さい。

(3)競技場内では如何なる理由に関わらず、マスクを着用してください。

(4)競技場内では手洗いやアルコール消毒、咳エチケットの実施を心がけてください。

(5)大会中、体調に異変を感じた場合は、報道受付にいる競技役員に申し出るようにして

ください。

(6)大会終了後、新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、本連合に報告して下さい。

(7)個人情報は、個人情報保護法等の法令において認められる場合を除き、本人の同意を得

ずに第 3 者に提供いたしません。ただし、会場にて感染症患者またはその疑いのある方

が発見された場合 に限り、必要な範囲で保健所等に提供することがあります。

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。

(２)申し込み方法

本要項に添付されたオンラインフォームによる事前申請となります。

９月６日(月)1２：00までに、本法人事務局までオンラインフォームにてお送りください。

また、一回目の申請後変更がある方は9月７日（火）～9月13日（月）1２：00までの間

に変更用フォームに申請を行ってください。

変更用フォームは取材可否のご連絡の際にメールにてお送り致します。

※申込期限後及び当日の申請は受け付けません。
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(３)申し込みから大会当日まで

取材可否については、メールにて返信いたします。大会当日、返信メールの画面

もしくは返信メールを印刷したものを受付にてご提示ください。また、申請者が同時に

入場できない場合につきましても、返信メールの画面もしくは返信メールを印刷したも

のを受付にてご提示ください。

※申請された機関名の実在を確認できない場合、取材申請をお断りさせていただきます。

２．大会当日の受付について

競技場正面玄関前の報道受付にて受付を行います。各日受付時に、返信メールの画面

もしくは返信メールを印刷したものと体温・体調記録アプリの画面、名刺1枚をご提示くだ

さい。記帳の上、ご入場いただきます。

３．取材について

(１)報道ＩＤ・ビブスの受け渡し

受付時に、別紙のとおり報道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、取材活動中は必ず着用してください。

※ビブスは、必ずご返却下さい。

INフィールド対応のビブスは、枚数に限りがあるためこれまでの実績を考慮し本連合にて事

前に割り振りを行います。

1社に1枚割り当てることができない可能性がございますので、あらかじめご承知おきくだ

さい。

(２)記者室について

①記者室を第2集会室(フィニッシュ地点付近）に設置しております。

②インターネット回線の設備はございません。必要な方は各自でご用意ください。

③記者室の利用時間は、競技終了後６０分とさせていただきます。

④記者室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。

※記者室への入場は、記者で申請された方のみとさせていただきます。

(３)記者の皆様へ

①選手への取材はすべてミックスゾーンで行ってください。
※ミックスゾーン以外での競技者への取材はご遠慮願います。

②表彰式後の取材は設定しておりません。

③記者として申請された方は、いかなるエリアにおいてもカメラ撮影はお断りしており

ます。カメラ撮影を兼任される場合は、いかなるカメラで撮影する場合でも必ず事前

に申請してください。

④本大会において、入賞者を対象とした記者会見は予定しておりません。
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(４)スチールカメラの皆様へ

①他の大会において、インフィールドでの撮影時に投てき物との衝突事故が発生してお

ります。撮影の際は、十分にご注意ください。

②インフィールドでの撮影において、三脚の使用は禁止です。手持ちまたは一脚を使用

し、低い位置からの撮影をお願いいたします。

③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）

④リモートカメラの使用は、競技役員の指示に従ってください。

⑤競技運営上、競技場内には撮影エリアを制限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。

⑥カメラマン待機場所は、器具庫101（フィニッシュ地点付近）に設置いたします。

(５)TV/ENGの皆様へ

①選手への取材はすべてミックスゾーンで行ってください。
※ミックスゾーン以外での競技者への取材はご遠慮願います。

②表彰式後の取材は設定しておりません。

③取材映像の使用につきましては、スポーツ・ニュース報道に限らせていただきます。

④競技運営上、競技場内には撮影エリアを制限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。

⑤TV/ENG待機場所は、器具庫101（フィニッシュ地点付近）に設置いたします。

（６）その他の取材

原則としてミックスゾーン以外の取材は設定していません。

（７）撮影エリア図は別紙

４．競技結果の配布について

競技結果(リザルト)は競技終了後速やかに発表します。当日ご案内するQRコードから

ご確認ください。 ※リザルト用紙の配布はいたしません。

５．使用ハッシュタグについて

第90回日本学生陸上競技対校選手権大会では下記のハッシュタグを設定しています。

ソーシャルメディアの使用上の注意を遵守の上、ご活用ください。

大会ハッシュタグ #90日本IC

日本学連ハッシュタグ #青春に駆けろ

公式Twitter @iuauj 

公式Instagram ＠iuauj1928

公式Facebook @IUAUJsince1928 
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６．その他

(１)上記の内容につきましては、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。

(２)大会本部・記録センター等、大会運営に関するエリアへは立ち入りができません。

ご不明な点等ございましたら、報道受付もしくにいる競技役員までご相談ください。

(３) 本大会では記者室での軽食の配布は行いません。軽食等は各自でご用意下さい。

(４)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

【大会前】

公益社団法人日本学生陸上競技連合 事務局

〒151-0053

東京都渋谷区代々木1丁目58-１７ 中沢ビル2F

TEL:03-5304-5542 FAX:03-5304-5569

【大会期間中】

報道受付 (正面玄関前)

【取材申請フォーム（URL）】

【体温・体調記録アプリ】【取材申請フォーム】

【体温・体調記録アプリ（URL）】 https://www.gshc2020.com/

https://forms.office.com/r/9C5A9pVCtJ



種別 報道ＩＤ ビブス 備考

記者 無

原則各社２名まで

スチール

無

無

競技運営の危機管理上、
ＩＮの撮影は1社1枚まで

※枚数に限りがあるため、
お渡しできない場合もございます。

TV / ENG
無

原則各社ＥＮＧ１台

※小型のビデオカメラも
1台とみなす。

OFFICIAL 無
≪対象≫
日本学連パブリシティ
日本学連ビデオ監察

HB 無
ホストブロードキャスター

テレビ朝日

記者
日本学生陸上競技

連合

緑

ピンク

黄

白

青

青



ピンク、白ビブスのみ

撮影エリア図



スタート地点

スターター

10ｍ以上

リコーラー

インフィールド
ピンク、白ビブスのみ

アウトフィールド



フィニッシュ地点

ゴ
ー
ル
ラ
イ
ン

周回板

タイマー
※タイマーの前は不可

インフィールド
ピンク、白ビブスのみ

監察

監察

スチール

ENG

スチール

ENG

撮影エリア

フィニッシュ先撮影エリア

※前列：スチール
後列：ENG

リモート設置エリア



砲丸投

撮影エリア

競技者待機所

撮影エリア



円盤投

撮影エリア

危険区域

撮影エリア

右投、左投で危険区域が変わるので注意

※ゲージの開き方で調整

ピンク、白ビブスのみ

リモートカメラ設置



ハンマー投

危険区域

※右投、左投で危険区域が変わるので注意

ピンク、白ビブスのみ

リモートカメラ設置

撮影エリア



やり投

撮影エリア

競技者待機所

撮影エリア

10ｍ程度

助走路

リモート設置希望エリア

ピンク、白ビブスのみ



走高跳（インフィールド側への跳躍時）

助走路

選
手
待
機
所

撮
影
可
能
エ
リ
ア

芝生 撮影エリア ピンク、白ビブスのみ

4ｍ以上



棒高跳（アウトフィールドピット）

撮影可能エリア 計測器・審判員

助走路

スチール ENG

スチール ENG

6ｍ以上

× 助走路真正面からの撮影は不可



走幅跳/三段跳（アウトフィールド）

計測器・審判員

助走路

ENG

スチール

6ｍ以上

助走路

計測器・審判員

× 助走路真正面からの撮影は不可

×

×

リモート設置エリア


