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□■□■□ 報道取材について □■□■□ 

 

１．報道取材の申込みについて【 注 意 ! 】 

  本大会の取材を希望する報道機関等については、下記によりあらかじめ「報道取材申込書」を提

出してください。提出がない場合、当日の取材を制限することがあります。 

〔提出方法〕 郵送またはＦＡＸ送信 

〔提 出 先〕 〒693-8530 出雲市今市町７０番地 

出雲全日本大学選抜駅伝競走組織委員会事務局（出雲市文化スポーツ課内） 

        ＴＥＬ（０８５３）２１－２３４１ 

        ＦＡＸ（０８５３）２１－６５１７ 

〔提出期限〕 平成２２年(2010)９月３０日（木）必着 

 

２．１０月１０日（日）の取材について 

   （報道受付開始：１４:３０～ ニューウェルシティ出雲２F） 

     ただし開会式のみの取材の場合は（報道受付開始：１６：００～出雲市民会館大ホール） 

 監督者会議 〔15：30～16：00 ニューウェルシティ出雲 銀河の間 〕 

（１） 必ず報道受付で「報道」と記載されたＡＤカードを受け取ってください。カードを着用して

いないと、会議の取材をすることができません。 

（２） 出場選手及びその出走区間は、監督者会議において決定します。 

（３） 監督者会議の後、プレスインタビューを行います。会議の場における監督等への取材はご遠

慮ください。 

 プレスインタビュー 〔16：00～16：30 ニューウェルシティ出雲 百合の間 〕 

（１） 必ず報道受付で「報道」と記載されたＡＤカードを受け取ってください。カードを着用して

いないと、取材をすることができません。ただし、すでにカードを着用している場合は、受付

の必要はありません。 

（２） この場において、監督等に対して競技前の取材をすることができます。それ以外の場におい

ては、取材をご遠慮ください。 

 開 会 式 〔17：00～１７：４５ 出雲市民会館 大ホール 〕 

（１） 必ず報道受付で「報道」と記載されたＡＤカードを受け取ってください。カードを着用して

いないと、取材をすることができません。ただし、すでにカードを着用している場合は、受付

の必要はありません。 

（２） 会場内に「報道席」を用意しています。 

（３） 取材にあたっては、式典の支障にならないようご配慮ください。 

（４） 開会式終了後、速やかにＡＤカードを報道受付へ返却してください。 

 

３．１０月１１日（月）の取材について 

   （報道受付開始：１０：００～） 

 報道受付・報道関係控室・駐車場  

（１） 出雲ドーム正面入口横の報道受付で、取材に必要なＡＤカード及び報道用ビブスを受け取っ

てください。ビブスがないと、スタート・フィニッシュ付近報道エリア及び表彰式への立ち入

りを制限しますので、あらかじめご了承ください。 
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（２） 出雲ドーム内三塁側スタンドに「報道関係控室」を設けます。電話４台、ファクス機２台を

準備していますのでご利用ください。なお、出雲ドーム内は禁煙です。所定の場所で喫煙して

ください。 

（３） 出雲ドームでの駐車は、「報道関係者駐車場」をご利用ください。ミック駐車場及び健康セ

ンター駐車場の一部は各チームの応援場所ですので、駐車をご遠慮願います。 

（４） タクシーの乗降については、出雲健康センター駐車場をご利用ください。ただし、交通規制

中（１４：５５～１５：３０）は、出雲ドーム東側のスケートボード場駐車場を利用願います。 

 報道車両の取材運行  

  取材のための報道車両が、交通規制されているコース上を運行することはできません。 

 スタート地点（出雲大社正面鳥居前）  

（１） 出雲大社正面鳥居前とその周辺には、立入禁止区域があります。 

（２） スタート時の写真撮影は、ロープで囲まれた「報道エリア」内から行うことができます。 

（３） 出雲ドームからスタート地点行きの「報道用バス」を用意していますのでご利用ください。 

〔行き〕１３号車 １２：１０発 乗車場所◇出雲ドームアプローチ横 

〔帰り〕１３号車 １３：１５発 乗車場所◇出雲大社勢溜東駐車場（行きの降車場所） 

 中 継 所  

（１） 各中継所は次のとおりです。競技運営上、立入禁止区域を設けていますのでご協力ください。 

      第１中継所「出雲市役所前」（出雲市役所及びＪＡいずも本店） 

      第２中継所「斐川直江」（ゆめタウン斐川） 

      第３中継所「平田中ノ島」（ラピタひらた店） 

      第４中継所「鳶巣コミュニティセンター前」 

      第５中継所「島根ワイナリー前」 

（２） 中継所によっては駐車制限がありますので注意してください。 

 フィニッシュ地点（出雲ドーム）  

（１） フィニッシュ地点の写真撮影等については、ステージ台を設けた「報道カメラエリア」をご

利用ください。ただし、エリア前方で、中継用ハンディカメラによる撮影を行う可能性があり

ますので、あらかじめご了承ください。 

（２） 「フジテレビインタビューエリア」「競技役員エリア」「進入禁止エリア」等、カラーコーン

で仕切られたエリア、及びコース内への立ち入りはできません。 

（３） フィニッシュ付近には、大会中継で撮影する多数の看板や協賛社看板があります。脚立等を

使用した写真撮影はお止めください。看板前での撮影は、係員の指示にしたがってください。 

（４） テレビ放映時間中（１３：００～１５：２５）は、監督・選手控室(健康センター)での取材

はできません。 

（５） 表彰式後の取材については、「報道インタビューエリア」において行うことができます。 

 

４．その他留意事項 

（１） 取材にあたっては、競技役員の指示に従ってください。 

（２） コース上、走路（道路）が狭く、また、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） スタート･フィニッシュ地点や中継所等、各所にテレビ中継用カメラが設置してありますの

で、取材時にご配慮ください。 

（４） スタート・フィニッシュ地点の周辺は、特に多数の観客が予想されます。観客の流れには十

分ご注意ください。 



　

植栽

駐車場

味伸

ツーリストいずも

M　I　C

競技役員エリア
報道カメラ
エリア①

スピーカー

ド
ー
ム

カメラ

協賛・大会看板・ゲート

カラーコーン・バー

テント

樹木

鉄柵

走者走者

随行車両

報道カメラ
エリア②

相撲場

屋外モニター

テント

報道カメラ
エリア③

自衛隊車両

応援団

応援団

フジテレビカメラ

フジテレビ
インタビュー
エリア

フジテレビ・
競技役員・選手以外

進入禁止エリア
(規制開始後)

スタート地点（出雲大社）

報道用バス駐車場

報道エリア
二重ロープの間に立ち入

り可能（ビブス着用）

スタートライン

フィニッシュ地点（出雲ドーム） 報道カメラエリア

（ビブス着用）

応援のぼり旗・横断幕掲揚禁止エリア

※脚立等を使用した撮影はご遠慮ください。
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ドーム内受付・控室等

喫煙場所 報道受付 10:00～

報道関係控室

表彰式時はコーンで区切った表彰エリアの

中で写真をとることができます

報道関係者駐車場 Ｅ

タクシー乗降所報道輸送バス

１３号車

１２：１０ドーム発

スケートボード場駐車場

交通規制中のみ

（14:55～15:30）

交通規制

１４：５５～１５：３０

ドーム周辺駐車場

フィニッシュ

フィニッシュ地点（出雲ドーム）

健康センター

駐車場

報道カメラエリア

（ビブス着用）

応援のぼり旗・横断幕掲揚禁止エリア

※脚立等を使用した撮影はご遠慮ください。

報道インタビューエリア



出雲市民会館・ニューウェルシティ出雲配置

開会式会場レイアウト 【市民会館】 監督者会議・プレスインタビュー会場レイアウト

【ニューウェルシティ出雲】

開会式会場レイアウト 【市民会館】

報道受付 16:00～

監督者会議・プレスインタビュー会場レイアウト

【ニューウェルシティ出雲】

監督者会議会場

開会式会場レイアウト 【市民会館】

報道受付 16:00～

監督者会議・プレスインタビュー会場レイアウト

【ニューウェルシティ出雲】

監督者会議会場

報道受付

14:30～

報道席

開会式会場レイアウト 【市民会館】

開会式会場（大ホール）

報道受付 16:00～

監督者会議・プレスインタビュー会場レイアウト

【ニューウェルシティ出雲】

監督者会議会場

報道受付

14:30～

報道席

開会式会場レイアウト 【市民会館】

開会式会場（大ホール）

報道受付 16:00～

監督者会議・プレスインタビュー会場レイアウト

【ニューウェルシティ出雲】

監督者会議会場

プレスインタビュー会場

報道受付

14:30～

報道席

開会式会場レイアウト 【市民会館】

開会式会場（大ホール）

報道受付 16:00～

監督者会議・プレスインタビュー会場レイアウト

【ニューウェルシティ出雲】

監督者会議会場

プレスインタビュー会場

報道受付

14:30～

報道席

開会式会場レイアウト 【市民会館】

開会式会場（大ホール）

報道受付 16:00～

監督者会議・プレスインタビュー会場レイアウト

【ニューウェルシティ出雲】

監督者会議会場

プレスインタビュー会場

報道受付

14:30～

報道席

開会式会場レイアウト 【市民会館】

開会式会場（大ホール）

報道受付 16:00～

監督者会議・プレスインタビュー会場レイアウト

【ニューウェルシティ出雲】

監督者会議会場

プレスインタビュー会場

報道受付

14:30～

報道席


