
日本実業団陸上競技連合

ニューイヤー駅伝
第66回全日本実業団対抗駅伝競走大会

取材要項
(報道機関用)

－申請書に記入される前に、本要項を必ずご一読ください－

ス タ ー ト ２０２２年１月１日（土）９：１５〜

取 材 申 請 締 切
１２月２１日（火） １７：００必着
※事前申請制です。当日申込はお断りします。

前 々 日 会 見 １２月３０日（木） １４:４５〜（オンライン）

プレス受付時間 １月１日（土） ７:００〜

2021.12.15 発表
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日本実業団陸上競技連合

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。

１２月２１日（火） １７：００必着

にて、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)体調管理チェックシート」(別紙)に記入。当日の報道
受付にてご提出頂き、ID・ビブスと引き換えになります。（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・中継局などは除く）

■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扱い）

■テレビ・ENG：１系列につきENGカメラ1台、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）報道の受付場所、プレスセンターについて

報道受付（１次受付） ⇒ 群馬県庁昭和庁舎１階入口（当日７時受付開始）

プレスセンター（２次受付）⇒ 群馬県庁昭和庁舎２階「第１展示室」

・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・ビブス両方）をお願いします。IDをお持ちでない方は、警
備員や係員によってアクセスエリアが制限されますのでご注意ください。

・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 ※両方とも忘れないようご注意下さい

※今回、関係各所の要望を受け、初回受付の管理を厳格に行います。別々に受付する場合は

押印済申請書はコピーなどご用意頂き、それぞれお持ち頂ければすみやかに入場できます。

⑤(大会前)体調管理チェックシート(別紙) 提出 ※大会1週間前から記入

⇒ 上記対応確認し、検温通過後、IDを支給のうえ、検温確認のチェックをします。

プレスセンター・報道受付について

※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。
※プレスセンターでの優勝会見は行わず、別室からのオンライン会見となります。

２１会議室 階段
機械
室

ロビー 女子トイレ
機械
室

階段 ＥＶ 男子トイレ ロビー
機械
室

階段
２６会
議室

実業団連合

控室

機械室
機械
室

21倉
庫

２２会議室 ２５会議室
22倉
庫

機械
室

機械室

毎日新聞控室

特別
展示
室

倉庫 倉庫

第１展示室 第２展示室

プレスセンター

FAX ２４３－４１６３

プレスセンター
昭和庁舎２階第１展示室

（２次受付）

１階報道受付
昭和庁舎１階入口

（１次受付）１階入口

昭和庁舎２階見取図

第1展示室

ﾌﾟﾚｽｾﾝﾀｰ
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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７時から開始します。それ以前の受付は行いません。

・体調管理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。

・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。IDをお持ちでない方は、警備員や係員によってアクセス
エリアが制限されますのでご注意ください。

・取材終了時、ビブスは受付(プレスセンター)に返却、ＩＤは各自にて廃棄 願います。

・自社腕章をお持ちの撮影者は、ビブスのほか自社腕章を着用ください。

・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）プレスセンターについて

・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。

・プレスセンター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。
座席、コンセント数に限りがございますので、何卒ご了承ください。
またプレスセンター以外の庁舎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。各自、ゴミの持ち帰りにご協力ください。

・プレスセンターは 17:00 に閉室します。

・スタート（フィニッシュ）地点のスタンドは設置しません。客席取材はできません。

・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。

【参考／取材関係者入口図】

受付 関係者
入口

昭和庁舎前報道受付へは、
大手町3丁目交差点を曲がり、
県庁警察庁舎裏手（北駐車場側）
からの入場となります。ご注意下さい。

※敷地外周と庁舎前にバリカーを設置す
るため、県庁前交差点と朔太郎通り方向
からは交通規制時間前でも入れません。

大手町3丁目
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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

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）

※自社腕章所有者は腕章着用
（ＩＤ・ビブス着用が必須）

報道
日本実業団

陸上競技連合

PHOTO

12

12
PHOTO

検
温

※受付にてIDの赤
丸部分に検温確認
のチェックをしま
す。

※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。

・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）前々日会見、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“スチールカメラ撮影のみ” 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。

・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）。

・中継所にある選手控え室への出入りはできません（中継社除く）。

・中継所では主催･共催･中継社を除き、テレビのＥＮＧ取材・撮影は出来ません。

・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。

・走り終えた選手に中継社がインタビューを行いますので協力ください。

（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。

・中継所スペース撮影時は、取材エリアが制限されますので係員の指示に従ってください
（テレビのＥＮＧの取材は出来ません）。

・今大会も、ペン取材車は運行しません。

（６）スタート・フィニッシュ地点での取材・撮影について

・スタート、フィニッシュ付近では必ずビブス、自社腕章を着用してください。
スタート、フィニッシュ付近は撮影エリアを設けています。エリアが狭いため
撮影は１社１名とします。また選手・監督へのスタート前取材はご遠慮下さい。
いずれの地点でも競技役員・係員の指示に従って下さい。

※撮影エリア等は当日の配布資料で別途案内します。

・スタート、フィニッシュ付近を含むすべてのコース沿いでリモート撮影用のカメラ設置
はできません（主催･共催･中継社を除く）。

・アンカーがフィニッシュ後、中継社がフィニッシュ地点付近で単独インタビューを行い
ます。撮影時はご協力をお願いします。終了後の優勝チームの共同インタビューは、
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。

・庁舎内にある選手控え室への出入りはできません（中継社を除く）。
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４．取材について

（７）表彰式取材について 【2-3位チーム、および個人賞対象者への自由取材】

・表彰式は競技終了後に県庁1階県民ホールにて表彰式を行います。表彰式に
は1-3位のチーム、及び個人賞対象者のみ参加する形で例年よりも簡素化して行います
（15時から予定）。

・表彰式の撮影をされる場合、指定位置からの撮影となります。取材者間の間隔を確保し、
現場大会役員の指示に従ってください。

・表彰式終了後、表彰式会場にて2-3位チーム（選手及び監督）、および個人賞対象者へ
の自由取材（囲み取材）を解禁します。取材者は、取材対象者の承諾を確認頂き、
現場大会役員の指示に従い、マスク着用、選手との距離（１.5m以上）確保のうえ、
短時間で取材を終了するようにして下さい。

・表彰式終了後、優勝チーム（選手及び監督）は、オンライン会見を行うため会場外へ
移動します。表彰式会場での囲み取材は行いません。

・会場は表彰式参加者の囲み取材終了次第すぐに閉鎖します。速やかにご退出下さい。

（８）表彰対象者以外の取材について 【4位以下チームの自由取材】

・４位以下のチーム、選手の取材は「屋外指定エリアでの自由取材」となります。ただし、
取材対象者の承諾を各社個別にご確認頂き、マスク着用、選手との距離（１.5m以上）
確保のうえ、短時間で取材を終了するようにして下さい。
※指定エリア等は当日の配布資料で別途案内します。

・1-3位チーム、および個人賞対象者には、着替え等の表彰式出席準備のため、
フィニッシュ後の屋外自由取材を行わないようご協力お願いいたします。

・取材は2-3位及び個人賞取材を行う表彰式会場を除き、全て屋外取材とします。
主催・共催・中継社を除き、庁舎内での自由取材は禁止とさせて頂きます。

・表彰式の簡素化に伴い、表彰対象者以外はフィニッシュ地点への再招集を行いません。
そのため、チームによっては途中区間の選手が、フィニッシュ地点に戻らない場合も
あります。また雨天時、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、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。

・表彰式及び優勝チーム会見（オンライン会見）との取材時間の調整は行いません。

・ステージ裏や県庁舎及び議会庁舎入口付近など、混雑する場所でのぶら下がりは避ける
ようにして下さい。大会役員が移動・解散を求める場合があります。
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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・ＰＷ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。
※プレスセンター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．前々日会見、優勝チーム会見について

（１）会見形式について

・前々日会見、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）前々日会見について 【 12月30日（木） 】14：45〜 開始予定

・前々日会見は、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」のみと
なります。

・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します。
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は行いません。

・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）。

・前々日会見用のプレスセンターはありません。

・前々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・ＰＷ、
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。

※過去大会で取材申請書へのメールアドレスの誤記入、判別困難な申請書が送付され、
メールが送付できなかった事例があります。アドレスにアンダーバー（_）がある方や
わかりにくい文字列などにはルビ等を用い、必ずわかるようにご記入ください。
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５．前々日会見、優勝チーム会見について

（３）優勝チーム会見について （表彰式終了後）

・優勝会見は、中継社のフラッシュインタビュー 〜 表彰式終了後、
準備が出来次第開始します。

・会見ＩＤ・ＰＷ、録画許可等の案内は前々日会見と同じ仕様になります。
事前に申請者へメールで送付します。

・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。ご質問のある方は、チャット機能を
通じて、「媒体名・氏名」を投稿ください。司会から指名しますので、ミュートを
解除頂いてからご質問をお願いします。
※当日プレスセンターにいない場合でも質問することは可能です。

・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
自由取材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。
必要な場合は各自でローカル録画頂くようご準備ください。

・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。

●報道取材に関するお問い合わせ先●

第66回全日本実業団対抗駅伝競走大会事務局（平日11〜17時）

12/28まで Tel   03-6268-0218  ／ FAX  03-6268-0219（日本実業団連合）

12/29-31 Email jita1@n06.itscom.net

1/1         Tel 027-243-4136（昭和庁舎内大会本部）
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日本実業団陸上競技連合

日本実業団陸上競技連合 宛 ＦＡＸ：０３－６２６８－０２１９

第66回
全日本実業団対抗駅伝競走大会

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ENGカメラ1台、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を送信します。誤記・誤読のないようにハッキリ記入ください
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