
 

 

 

 

 
 
 

2018年1月 12日 

報道関係各位 

公益社団法人日本カーリング協会（ＪＣＡ） 

 

 第 35回全農日本カーリング選手権大会  

ご取材のお願い 
   
 
 
 
 

報道関係の皆さまにご支障なく取材いただくために、下記の要領にて取材・報道体制を整えております。 

取材を希望される方は、本取材要項をご高覧のうえ、お申し込みください。 

取材に関しましては、スポーツ報道を対象としています。スポーツ報道以外の目的での取材および撮影は、 

原則としてできません。また、インターネット媒体においての動画掲載は、いかなる場合も禁止となります。 

なお、スポーツ報道以外の目的で取材を希望される方は、事前に公益社団法人日本カーリング協会（以下 

JCA）まで必ずご連絡をお願いいたします。 

 また、本大会の正式名称は「第 35回全農日本カーリング選手権大会」となります。正式名称を用いての報道の 

ご協力をお願いいたします。 
皆さまのご取材を賜りますよう、何卒宜しくお願いを申し上げます。 
 

 
 
（１） 大会概要  

 
主催：   (公社) 日本カーリング協会 
 
主管：   (公社) 日本カーリング協会競技委員会 

第 35回全農日本カーリング選手権大会実行委員会 
 
特別協賛：  全国農業協同組合連合会（全農） 
 
日程：     2018年 1月 28日（日）～ 2月 4日（日） 

28日（10時～）    公式練習・開会式 

29～2日 （8時半～）   予選リーグ・タイブレーク 

3～4日（3日：9時半～、4日：10時～） プレーオフ・閉会式 

※スケジュール詳細は、大会ホームページをご参照ください。 
 
会場：   道立サンピラーパーク交流館カーリングホール 

        （住所：北海道名寄市字日進 147番地 2） 
 
参加チーム： 男女 各 9チーム  

        前年度女子優勝/前年度男子準優勝（1）、北海道ブロック（3）、東北ブロック（1）、 

関東ブロック（1）、中部ブロック（1）、西日本ブロック（1）、開催地（1） 
 
競技規則：  公益社団法人日本カーリング協会競技規則による。 
 
競技方法：  予選 9チームによる総当り（リーグ戦） 

決勝 上位 4チームによる決勝トーナメント（ページシステム） 

※予選リーグ及び決勝トーナメントは 10エンド（シンキング持ち時間 38分、チーム 

タイムアウト 1回）とする。 

 



 

（２） 取材のお申し込みについて 
 
①  原則として、お申し込みは全て本要項に添付された取材申請書による事前申請が必要となります。 

別紙の取材申請書に必要事項を記入の上、2018 年 1 月 21 日（日）までに、大会広報事務局に 

FAXにてお申し込みください。 

② 取材人数につきましては、別項（3）をご参照ください。 

③ 記者・フォトグラファーともにご取材のスペースが限られております。取材者多数の場合は、JCAにて 

人数調整をさせていただく場合もありますので、予めご了承ください。 

④ 申請を頂いた全ての方に、ファックスにて 1月 24日（水）までに取材の可否を連絡いたします。万一 

 連絡のない場合は、事前に広報事務局まで必ずお問い合わせ願います。 
 
 
（３） 取材人数について 

 
① 記者 

 
運動記者クラブ  原則として 1媒体最大 2名まで 

その他   原則として 1社最大1名まで 
 
 
② フォトグラファー  原則として 1社最大1名まで 

  
大会で撮影された写真のご利用は、報道利用のみについて許容されます。報道利用以外の使用に 

つきましては、事前に撮影した写真を管理する部門（写真部、編集部、個人）から、ＪＣＡまで別途 

申請を行ってください。 
   

ＪCA の許可なく報道以外での利用がなされた場合には、当該利用者及び当該利用を許容した 

事業者について、今後 JCA 主催大会への入場をお断りしさせていただくことがありますので、予め 

ご承知おきください。 
 
原則としてフィールドオブプレー（以下 FOP、アイスレベル）の所定エリア（NHK中継カメラ後方）、および 

2階キャットウォークからの撮影が可能です。 
 
 

②  スポーツニュース取材 原則として 1系列2台まで （デジ含む・1クルー最大 3名）   
 
フィールドオブプレー（以下 FOP、アイスレベル）の所定エリア（NHK 中継カメラ後方）、囲み取材エリア、 

および 2階キャットウォークからの撮影が可能です 
 

天井カメラの映像分配詳細ならびにニュース協定につきましては、スポーツニュース協会幹事社である

テレビ朝日より後日ご連絡します。 
 
 
（４） 大会期間中の報道対応について 

 
①  原則として、報道受付開始時間は下記のとおりです（予定）。 

 
 ・28日（日）  9時～  ・3日（土）  8時半～ 

 ・29日（月）～2日（金） 7時 40分～ ・4日（日）  9時～ 
 
② 大会期間中は、毎日報道受付にてご記帳をお願いします。記者の方にはプレスＡＤカード、フォト 

グラファー・スポーツニュース取材の方にはビブスを配布いたします。ＡＤカード、ビブスともに毎日の 

返却でお願いいたします。 

③ メディアエリア（撮影位置・記者席・プレスルーム・会見場・囲み取材）につきましては、大会会場にて 

 配布いたします。 

③  囲み取材は、原則として 29日～2日の予選までは各試合後短めに対応し、3日～4日については、 

1日の最終試合後のみ対応します。なお、下記「リクエスト」が必要な囲み取材への要望は、各試合の 

ハーフタイムまでに大会広報までお知らせください。また、下記は変更になる場合もあります。 
   

予選（29日～2日） 原則としてリクエストのあった各チームのスキップが対応 
     原則としてプレーオフ進出チームは、チーム全員で対応 
 

プレーオフ   予選通過 1位 対 2位戦の勝利チーム → 記者会見で対応 
    予選通過 3位 対 4位戦の勝利チーム → スキップがコメント対応 
    敗退チーム → 原則としてリクエストがあればスキップが対応 
 

準決勝   勝利チーム → 原則としてスキップ＋1名が対応 



    敗退チーム → 原則としてリクエストがあればスキップが対応 
   

3位決定戦   勝利チーム → 原則としてリクエストがあればスキップが対応 
    敗退チーム → 原則としてリクエストがあればスキップが対応 
 

決勝戦   勝利チーム → 原則としてチーム全員で対応 

   敗退チーム → 原則としてスキップが対応 
 
⑤ 個別取材は、報道受付にて申請用紙を取得し、必要事項を記入のうえ、大会広報スタッフまでお申し 
 込みください。なお、チームの都合により、ご要望に沿いかねる場合もございますことを予めご了承くだ 
 さい。また、取材が了承された場合でも、試合前・試合中の対応は致しかねますので、予めご了承くだ 
 さい。 

 
⑥ プレスルームの使用は、最終試合終了後（囲み取材実施の場合は、同取材終了後）1 時間となり 

ます。 
 
 

（５） 出場チーム記者会見について 
  

 大会期間中に、下記記者会見を予定しております。なお、スケジュールは変更になる場合もございます。 
   
 2018年1月 28日（日）   14:30   出場全チーム スキップ合同記者会見  

（男女スキップ総勢 18名による会見） 
 

 2018年2月3日（土）  13:00   男女決勝進出チーム合同記者会見    

（男女プレーオフ 1vs2 の各勝者 2チームによる会見） 
 
 
（６） その他 
 
①  取材エリアが混雑した場合は、人数制限をさせて頂く場合もございます。 

 
② 撮影位置詳細や会場での取材要項につきましては、大会報道受付にてご案内いたします。 

 
②  試合進行中のフラッシュおよびライトを使用しての撮影は、一切禁止します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

第 35回全農日本カーリング選手権大会広報事務局 
 

ＴＥＬ： ０３－５４６７－３３７９ (対応時間：平日 10:00～18:00) 担当：竹下（y-takeshita@ypcpr.com） 
 

または 
 

公益社団法人日本カーリング協会（ＪＣＡ） 

ＴＥＬ： ０３－３４８１－２５２５ (対応時間：平日 10:00～18:00) 担当：倉本（kuramoto@curling.or.jp） 

ホームページ：http://www.curling.or.jp/ ※スケジュール更新版は、こちらよりご確認ください。 
 

＜本件に関するお問い合わせ＞ 



 

申請者署名 

 
締切：2018年 1月 2１日（日） 必着 

 
年    月   日 

第 35回全農日本カーリング選手権大会広報事務局 行  
 

第 35回全農日本カーリング選手権大会 

大会日程：2018 年 1 月 28 日（日）～2 月 4 日（日） 会場：サンピラーパーク交流館カーリングホール 

ＦＡＸ：０３－５４６７－３４８３ 
 

御社名    ：                      ＴＥＬ：                         

申請者名：                     ＦＡＸ：                          

住所：  〒                                                 

媒体名／番組名：                ＨＰ ＵＲＬ：                

E-MAIL：                         携帯番号：                        
  

※上記個人情報は、本大会のみで使用させていただきます。 

下記欄に【○】をお付けください。 
 

運動記者クラブ 
 

写真記者協会 
 ニュース協会（スポーツ報道番組） 

 
雑誌協会 

 
外国通信社 

 その他の媒体（新聞・雑誌・編集 

プロダクション） 

 その他の媒体 （スポーツ報道 

以外のﾃﾚﾋﾞ･ﾗｼﾞｵ番組） 

 
フリーランス（記者･ﾌｫﾄｸﾞﾗﾌｧｰ） 

 その他…下記に明記

（                      ） 
 
「取材要項」についての承諾： 
 
上記申請者は、今回の申請に際し、添付配付 「第 35回全農日本カーリング選手権大会取材要項」を 
一読したものであり、上記に記載された条項に従うことをここに承諾します。     

 
      
＜取材者名＞ 
 

                                                        

                                                       
            
 

※ＥＮＧクルーの方で人数枠が足りない方は、用紙を各自でコピーしてご記入ください。 
 
 
 
 
●以下は本申請取りまとめ後、取材の可否を判断し、FAX返送するための記入欄です。｢了承｣としてFAX返送された方は、試合当日報道受付にて 
本用紙をご提示ください。  

 

 

 

ENGクルー 1 記者 

フォト 
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記者 

 

様 


