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体操（体操競技）競技名 会場地：渋谷区

留 意 事 項区 分

取 材 記 者

記録成績の速報方法

記録等の電話照会

面接取材の方法

撮影禁止事項等

その他

スチール・
ムービー

１　試合時の撮影は地下１階競技フロア内の撮影エリア及び１階撮影エリア（会場図
　　面（２）参照）からお願いします。なお、ムービーの撮影位置については、係員
　　の指示に従ってください。
２　開始式・閉会式及び表彰式での撮影は係の指示に従ってください。
３　フラッシュ・ライトを使用した撮影は、選手の演技の妨げになる上、事故等にも
　　つながり危険ですので、会場内では絶対に使用しないでください。
４　不正撮影防止のため、必ずビデオカメラはモニター画像を開いた状態で撮影して
　　ください。
５　その他、上記の「取材記者」に準じてください。

１　取材にあたり報道受付にて来場日ごとに受付を行ってください。その際、必ず社
　　員証を提示の上、名刺の提出をお願いします。
２　取材に際しては報道取材用ＩＤ及び自社腕章を着用してください。また撮影エリ
　　アではビブスを着用してください。
３　係員の指示があるときには必ずその指示に従ってください。
４　競技運営本部、審判員控室、役員室、選手控室での取材は禁止します。　
５　原則として会場内の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。充電も禁止です。
６　会場に駐車場を用意しておりませんので、公共交通機関利用のご協力をお願いし
　　ます。
７　その他不明な点は報道受付にお尋ねください。

１　記録掲示場所に掲示の上、報道控室にも配布します。

１　インタビューについては、当該校の監督または引率責任者の承諾を得てイン
　　タビューエリア内で行ってください。それ以外の場所での面接取材及び撮影
　　は禁止とします。
２　練習中及び練習会場・サブ会場での取材はご遠慮ください。
３　競技開始直前及び途中での取材はご遠慮ください。

体操競技の体育館内における撮影禁止事項
１　原則として撮影を禁止します。ただし、以下の条件に該当すると判断する場合は
　　事前の申請により許可します。
　（1）所属関係者や選手が競技力向上のために撮影すること
　（2）報道関係者の対象は、（公財）日本体操協会の撮影規制に準ずること
　　　注）（2）については７月２３日（水）までに（公財）全国高等学校体育連盟体
　　　　操専門部・大会実行委員会それぞれに取材申請し、許可を受けてください。
　　　　当日の受付はいたしません。撮影規制に関する情報及び申請書等は次のホー
　　　　ムページにて確認してください。

１　電話・ＦＡＸ・メールでの照会は、ご遠慮ください。
２　競技結果は「煌めく青春 南関東総体2014」記録センターに集約されます。

１　報道控室を設けていますのでご利用ください。
２　競技場地下１階競技フロア内の撮影エリアをご利用ください。それ以外の立入り
　　は禁止とします。
３　競技運営及び観覧の妨げにならないようにご協力をお願いします。
４　報道控室を除く各部屋への立ち入りはご遠慮ください。

行
動
範
囲

そ
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※申請先 2：東京都実行委員会（体操競技担当者）
　TEL ０３-５９９０-５７５８　　FAX ０３-３３４７-０２７７
　E-mail 2014tokyo.kirameku.gym@gmail.com

※申請先 1：（公財）全国高等学校体育連盟体操専門部事務局
　徳島県立徳島中央高等学校内
　TEL ０８８-６３１-１３３２　　FAX ０８８-６３３-３６６９
　E-mail yskw@nmt.ne.jp

※（公財）日本体操協会ホームページ→大会撮影規制
　http://www.jpn-gym.or.jp/artistic

①報道受付　 　：会場図面 (1) 参照
②撮影エリア　 ：会場図面 (2) P16 参照
③報道関係者席 ：なし

④報道控室 　　：会場図面 (1) 参照
⑤記録掲示場所 ：会場図面 (3) P16 参照
⑥インタビューエリア：会場図面 (1) 参照

会場図面 (1)

【国立代々木競技場 第一体育館 地下 2 階】

④報道控室

⑥インタビューエリア

①報道受付
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体操（体操競技）競技名 会場地：渋谷区

留 意 事 項区 分

取 材 記 者

記録成績の速報方法

記録等の電話照会

面接取材の方法

撮影禁止事項等

その他

スチール・
ムービー

１　試合時の撮影は地下１階競技フロア内の撮影エリア及び１階撮影エリア（会場図
　　面（２）参照）からお願いします。なお、ムービーの撮影位置については、係員
　　の指示に従ってください。
２　開始式・閉会式及び表彰式での撮影は係の指示に従ってください。
３　フラッシュ・ライトを使用した撮影は、選手の演技の妨げになる上、事故等にも
　　つながり危険ですので、会場内では絶対に使用しないでください。
４　不正撮影防止のため、必ずビデオカメラはモニター画像を開いた状態で撮影して
　　ください。
５　その他、上記の「取材記者」に準じてください。

１　取材にあたり報道受付にて来場日ごとに受付を行ってください。その際、必ず社
　　員証を提示の上、名刺の提出をお願いします。
２　取材に際しては報道取材用ＩＤ及び自社腕章を着用してください。また撮影エリ
　　アではビブスを着用してください。
３　係員の指示があるときには必ずその指示に従ってください。
４　競技運営本部、審判員控室、役員室、選手控室での取材は禁止します。　
５　原則として会場内の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。充電も禁止です。
６　会場に駐車場を用意しておりませんので、公共交通機関利用のご協力をお願いし
　　ます。
７　その他不明な点は報道受付にお尋ねください。

１　記録掲示場所に掲示の上、報道控室にも配布します。

１　インタビューについては、当該校の監督または引率責任者の承諾を得てイン
　　タビューエリア内で行ってください。それ以外の場所での面接取材及び撮影
　　は禁止とします。
２　練習中及び練習会場・サブ会場での取材はご遠慮ください。
３　競技開始直前及び途中での取材はご遠慮ください。

体操競技の体育館内における撮影禁止事項
１　原則として撮影を禁止します。ただし、以下の条件に該当すると判断する場合は
　　事前の申請により許可します。
　（1）所属関係者や選手が競技力向上のために撮影すること
　（2）報道関係者の対象は、（公財）日本体操協会の撮影規制に準ずること
　　　注）（2）については７月２３日（水）までに（公財）全国高等学校体育連盟体
　　　　操専門部・大会実行委員会それぞれに取材申請し、許可を受けてください。
　　　　当日の受付はいたしません。撮影規制に関する情報及び申請書等は次のホー
　　　　ムページにて確認してください。

１　電話・ＦＡＸ・メールでの照会は、ご遠慮ください。
２　競技結果は「煌めく青春 南関東総体2014」記録センターに集約されます。

１　報道控室を設けていますのでご利用ください。
２　競技場地下１階競技フロア内の撮影エリアをご利用ください。それ以外の立入り
　　は禁止とします。
３　競技運営及び観覧の妨げにならないようにご協力をお願いします。
４　報道控室を除く各部屋への立ち入りはご遠慮ください。
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※申請先 2：東京都実行委員会（体操競技担当者）
　TEL ０３-５９９０-５７５８　　FAX ０３-３３４７-０２７７
　E-mail 2014tokyo.kirameku.gym@gmail.com

※申請先 1：（公財）全国高等学校体育連盟体操専門部事務局
　徳島県立徳島中央高等学校内
　TEL ０８８-６３１-１３３２　　FAX ０８８-６３３-３６６９
　E-mail yskw@nmt.ne.jp

※（公財）日本体操協会ホームページ→大会撮影規制
　http://www.jpn-gym.or.jp/artistic

①報道受付　 　：会場図面 (1) 参照
②撮影エリア　 ：会場図面 (2) P16 参照
③報道関係者席 ：なし

④報道控室 　　：会場図面 (1) 参照
⑤記録掲示場所 ：会場図面 (3) P16 参照
⑥インタビューエリア：会場図面 (1) 参照

会場図面 (1)

【国立代々木競技場 第一体育館 地下 2 階】

④報道控室

⑥インタビューエリア

①報道受付
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体操（新体操）競技名 会場地：渋谷区

留 意 事 項区 分

取 材 記 者

記録成績の速報方法

記録等の電話照会

面接取材の方法

撮影禁止事項等

その他

スチール・
ムービー

１　試合時の撮影はアリーナの撮影エリア内でお願いします。
２　フラッシュ・ライトを使用した撮影は、選手の演技の妨げになる上、事故等にも
　　つながり危険ですので、会場内では絶対に使用しないでください。
３　不正撮影防止のため、必ずビデオカメラはモニター画像を開いた状態で撮影して
　　ください。
４　その他、上記の「取材記者」に準じてください。

１　取材にあたり、報道受付にて受付を行ってください。受付は来場日ごとに行い、
　　初日には名刺を２枚持参してください。
２　取材に際しては報道取材用ＩＤ及び自社腕章を着用してください。また撮影エリ
　　アではビブスを着用してください。
３　係員の指示があるときには必ずその指示に従ってください。
４　競技運営本部、審判員控室、役員室、選手控室での取材は禁止します。　
５　原則として会場内の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。充電も禁止です。
６　会場に駐車場を用意しておりませんので、公共交通機関利用のご協力をお願いし
　　ます。
７　その他不明な点は報道受付にお尋ねください。

１　記録掲示場所に掲示の上、報道控室にも配布します。

１　競技及び表彰式終了後、当該校の監督または引率責任者の承諾を得てインタ
　　ビューエリアでの取材を行ってください。
２　練習中及び練習会場での取材はご遠慮ください。
３　競技開始直前及び途中での取材はご遠慮ください。

新体操の体育館内における撮影禁止事項
１　原則として撮影を禁止します。ただし、以下の条件に該当すると判断する場合は
　　事前の申請により許可します。
　（1）所属関係者や選手が競技力向上のために撮影すること
　（2）報道関係者の対象は、（公財）日本体操協会の撮影規制に準ずること
　　　注）（2）については７月２３日（水）までに（公財）全国高等学校体育連盟体操
　　　　専門部・大会実行委員会それぞれに取材申請し、許可を受けてください。当
　　　　日の受付はしません。撮影規制に関する情報及び申請書等は次のホームペー
　　　　ジにて確認してください。

１　電話・ＦＡＸ・メールでの照会は、ご遠慮ください。
２　競技結果は「煌めく青春 南関東総体2014」記録センターに集約されます。

１　ミーティングルームに報道控室を設けていますのでご利用ください。
２　開会式・閉会式及び表彰式での取材行動範囲は特に規制はしませんが、進行を妨
　　げないようにご協力をお願いします。
３　試合時は観客席１階南側Hエリア内に報道関係記者席（会場図面（２）参照）を
　　設けておりますのでご利用ください。
４　競技運営及び観覧の妨げにならないようにご協力をお願いします。
５　報道控室を除く各部屋への立ち入りはご遠慮ください。
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そ
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他 ※申請先 2：東京都実行委員会（新体操競技担当者）

　TEL ０３-５９９０-５７５９　　FAX ０３-３３４７-０２７７
　E-mail 2014tokyo.kirameku.r.g@gmail.com

※申請先 1：（公財）全国高等学校体育連盟体操専門部事務局
　徳島県立徳島中央高等学校内
　TEL ０８８-６３１-１３３２　　FAX ０８８-６３３-３６６９
　E-mail yskw@nmt.ne.jp

※（公財）日本体操協会ホームページ→大会撮影規制
　http://www.jpn-gym.or.jp/rhythmic

会場図面 (2)

会場図面 (3)

【国立代々木競技場 第一体育館 地下 1 階（競技会場／男子サブ会場）】

【国立代々木競技場 第一体育館 1 階】

きら

②撮影エリア
②撮影エリア

②撮影エリア

⑤記録掲示場所


