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報道関係各位 

2019 年 11 月 2８日 

公益財団法人 日本スケート連盟 
 

      

第87回全日本スピードスケート選手権大会 

取 材 要 項 
 

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。ご一読の上、ご協力賜りますようお願い申し上げます。  

 

1. 取材日について  

本大会は、12 月 26 日(木）～12 月 29（日）まで長野市オリンピック記念アリーナ  

(エムウェーブ )にて行われます。  

月日  受付時間  公式練習  競技時間  

12 月 26 日 (木 ) 09:00 09:10 ～10:45  12:00 ～17:04  

12 月 27 日 (金 ) 08:30 08:40 ～10:15 11:30 ～18:03 

12 月 28 日 (土 ) 10:00 10:10 ～11:45 13:00 ～17:07 

12 月 29 日 (日 ) 09:30 09:40 ～11:15 12:30 ～15:58 

 

※有力選手の囲み取材について 

   大会前日(12月2５日・水曜日)の個々の練習終了後に、囲み取材を1階北ホールのミックスゾーン(会

場図1F ⑧)にて行う予定です。 

  なお、当日の公式練習は、オールラウンド部門は  10:00 ～  12:15・スプリント部門  

は 14:00 ～  16:15 です。 

※当日の取材については、エムウェーブ北側正面入口より入館し、受付 (会場図 1F 参照)

にて入館手続きをし、入館証をお受け取りの上、取材をして下さい。  

  ※お帰りの際は、必ず入館証を受付にご返却下さい。  

 

2. 取材申込について  

(1)取材を希望される報道関係者は、別添の「第 87 回全日本スピードスケート選手権 

大会」取材申込書に必要事項をご記入の上、12 月 16 日（月）までにファックス

（026-222-3222）にて大会事務局までお申し込みください。  

(2)電話による申し込み、あるいは同社内の媒体別によるお申し込みは受け付けており

ません。 

    (3)フリーランスの方は、申込書に掲載予定媒体の責任者、又は編集長の署名が必要にな

ります。当日、取材申込書をご提示ください。  

 

3. 取材及び放映規制について 

(1) 取材は、あくまでもスポーツ報道を対象としております。スポーツ報道以外の目的

での取材は、お断りしております。スポーツ報道以外の目的での写真・映像使用に関

しましては、事前に事務局（０３－5843－0415）までご連絡ください。  

(2) 12/26・27 のオールラウンド部門 (AR)の放映規制はありませんが、12/28・29

のスプリント部門 (SP) の放映権利は、フジテレビジョンが所有します。 

報道各社の皆様は以下の規制を守って取材をお願い致します。 
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 (3)TVカメラの取材規制及び映像の使用について 

① 取材カメラは、1系列2台以内としますので各系列調整の上お申込み下さい。 

(放送を目的としたデジタルカメラを含みます。) 

② 取材及び撮影は、指定する場所以外での取材及び撮影はできません。別途指定しますの

で厳守して下さい。 

 ③ ワイヤレス機器を使用した取材は出来ません。 

(4)映像の使用について 

大会終了後24時間以内は、スポーツニュース協会認定番組・生放送の情報番組（競技結果をストレ

ートに報道する場合のみ）などに限りご使用いただけます。 

① 映像使用解禁時間については、各日の競技終了後とします。 

② 使用尺の上限は 1番組3分で、無償かつ申請不要です。 

ただし、1レースにつき、500mは30秒、1000m、1500mは1分、3000m以上は2分

を上限とします。 

③ 大会終了から24時間経過後の二次使用は、 全番組での使用について、所定のフォーマットに

よる事前の申請が必要です。 

申請内容によっては、使用をお断りすることがあります。 

※ 申請書はJSFに回送され、JSFの許諾が出ない場合は、映像をご使用いただけません。 

申請先： メディア・サポート（担当：俵・白紀[シロキ]・和田） Tel. 03-3359-3441 

④本大会で撮影された写真、映像などを事前に申請された目的・媒体以外での使用を

禁止しております。許可なく使用された場合、今後取材をご遠慮いただくことがあ

ります。 

⑤本大会で撮影された写真を掲載する際、必ず撮影者の名前を明記してください。 

 

4. 取材注意事項 

(1) スチールカメラ、ＴＶカメラとも両カーブを撮影区域(会場図1F㉓)に指定しますので各社譲り 

合って撮影願います。 

(2) 防護マットに張り付いての取材は、危険ですのでおやめ下さい。  

(3) リンクサイドのカメラ設置については、カメラレンズが防護マットにかからないよう設置し、防護 

マットの上には、物を置かないで下さい。 

(4) バックストレート側の通行は可能ですが、ここでの取材は禁止です。 

(5) 取材場所およびリンクサイドへの出入は、会場図1Fブルー線に従って下さい。 

(6)スペースの都合上、スチールカメラの三脚を使用しての撮影はお断りさせていただ  

きます。（一脚可）  

(7) 場内での取材活動につきましては、スタッフの指示に従ってください。 

(8) ワイヤレス機器を使用した取材は出来ません。 

 

5．表彰及び表彰式のカメラ取材について 

(1) 選手権部門の総合表彰及びフジテレビジョン杯授与は、閉会式で行います。 

(2) 選手権部門の各距離の表彰と上位入賞者のインタビューをリンク内表彰台の付近(会場図 1F 表彰)

で、各距離の終了後行います。 

(3) 新記録(大会記録を除く)を樹立された最上位の選手に、株式会社エムウェーブより報奨金が贈呈され

ます。 

(4) 表彰式取材のENGカメラについては、1系列1台、スチールカメラについては各社1名に限定し

ます。 

  なお、専用のセレモニーパスを報道受付でお渡しします。 

(5)撮影場所は、表彰台前のリンクの外側フェンス前です。 (会場図1F 参照) 
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6．選手のインタビューについて  

(1)大会当日は、各距離レースの終了後に囲み取材をミックスゾーン (会場図 1F⑦)にて

行う予定です。 

(2)個別インタビューについては、所属チームの監督・コーチの了承を得たうえで取材をしてください。 

 

7．報道ワーキングルームについて 

(1) 開／閉時間  12月26日(木)    09:00～19:00(予定) 

        12月27日(金)  08:30～20:00(予定) 

12月28日(土)    10:00～19:10(予定) 

12月29日(日)    09:30～19:40(予定) 

※ 閉鎖時間については時間厳守をお願いします。 

(2)報道ワーキングルームは、1階南側(会場図1F⑰)にご用意します。 

(3)座席指定は致しませんので各社譲り合ってご利用ください。 

■報道ワーキング              ※電源を使用しない方は、共有室(会場図1F⑱)をお使いいただくようお願いいたします。 

(4)報道ワーキングルーム及び共有室を使用する方は、 利用時間を厳守願います。 

(5)スタートリスト・リザルト等は、ビジョンボックスにご用意しますので、各社１部

ずつお取り下さい。(各社 1 部ずつを基本としますが、それ以上必要な場合は報道受

付にご相談下さい。 

  また、SEIKO SPORTSLIINKにて、リアルタイムで閲覧が可能です。 

  https://seikosportslink.com/seiko/ssl/sportslink?a=portal&s=ss&y=&m=12 

(6) 館内は全て禁煙です。喫煙は指定の場所（2F北口正面・1F報道出入口）でお願いします。 

(7) ゴミは各自お持ち帰りいただくか、分別し用意されたごみ箱にかたづけて、ワーキングルーム及び共

有室にごみが残らないようにご協力下さい。またペットボトルは中身を空にし、ラベルとキャプを取

り片づけて下さい。 

 

8. ＩＤ・ビブスの受け渡しについて  

(1)ＩＤカード、又は、ビブスなしでは入場できません。ＩＤカード・ビブスは報道受

付でお渡しいたします。  

(2)ＩＤ・ビブスを紛失した場合は、再発行いたしかねます。  

(3)記者（ペン）の皆様にはＩＤカード、スチールカメラマン・ＥＮＧクルーの皆様  

には、ビブスをお渡しいたします。  

(4)取材期間中は、ビブスを毎日返却の必要はありません。取材が終了し、お帰りの 

際は必ず報道受付にご返却ください。 

 

9. インターネットメディアについて  

(1)ポータルサイトなど、インターネット媒体単独の取材申請は原則として受け付けて

おりません。報道機関が発行する新聞、定期刊行物のほか、スポーツニュース協会

テレビ局加盟社及びニュース番組で、それを補完するためのウェブサイト（無料に

よる情報提供に限る）には、静止画像の掲載が可能です。但し、上記報道機関にお

いては、取材申請の許可は主たる媒体に対して行うもので、インターネット媒体の

みの申請は受け付けておりません。 

(2)ウェブサイトに掲載した情報は、無償で閲覧できることを前提にしています。有償

で情報提供される場合は掲載をお断りします。  

(3)インターネット上での利用を目的とする ENG カメラの取材・撮影はお断りさせて

いただきます。  
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10．駐車場・タクシー 

(1)駐車許可証証を発行しますので、所定の駐車場に駐車してください。（会場周辺図Ｐ1参照） 

(2)タクシー利用の際は、必ず自社名を通知して「乗車場所・時間等」を指定して、お待ちください。 

 

11．その他 

(1) オープニングセレモニーを12月26日(木) 11:30よりリンク内中央(会場図1F リンク内中央)に

て行いす。 

(2)「2019 スピードスケートファン交流会」を12月29日(日)17:00頃よりリンク内中央で行う予定

です。  

(3) 閉会式を12月29日(日) ファン交流会終了後の18:00頃より行う予定です。 

(会場図1F参照⑩) 

(4) 閉会式に引き続き、下記の大会に派遣する選手団の発表を行います。  

①  2020 ISU 世界オールラウドスピードスケート選手権大会  

②  2020 ISU 世界スプリントスピードスケート選手権大会  

③  2020 ISU 世界スピードスケート距離別選手権大会  

④  2019/2020 ISU ワールドカップスピードスケート競技会第 5 戦  

⑤  2020 ISU 四大陸スピードスケート選手権大会  

⑥  2020 ISU 世界ジュニアスピードスケート選手権大会  

⑦  2019/2020 ISU ジュニアワールドカップスピードスケート競技会最終戦 

⑧  2020 世界大学スピードスケート選手権大会      

       (5) 取材要項及びプレスインホメーションを厳守の上、取材をお願いします。 

(6) 大会プログラ ムは、一社に一部は無償配布いたします。それ以外は有料にてお求めください。 

(大会プログラム600円) 

(7) 大会要項は、(公財)日本スケート連盟のホームページをご覧ください。 

https://www.skatingjapan.or.jp/event/detail.php?id=1267 

 

  

 

取材に関するお問い合わせ先   公益財団法人 日本スケート連盟  

TEL 03-5843-0415 

 

  現地連絡先           大会事務局   渡辺 

     TEL 026-267-0288 

FAX  026-222-3222 

 

 

https://www.skatingjapan.or.jp/event/detail.php?id=1267

