
エイブル Presents
第72回全日本フェンシング選手権大会（個人戦）

取材要項 

-申請書を記入される前に、本要項を必ずご一読下さい-

【記者会見】 

日程：2019年 9月 18日（水） 

会場：駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 〒154-0013東京都世田谷区駒沢公園 1-1 

受付場所 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館／エントランスホール 

報道受付 ： 10:00 

会見開始 ： 11:00 

登壇者：   未定 （選手は男女フルーレ選手・女子サーブル選手） 

【競技スケジュール】 

日程：2019年 9月 19日（木）～21日（土） 

会場：駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 〒154-0013東京都世田谷区駒沢公園 1-1 

受付場所 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館／エントランスホール 

報道受付： 各日試合開始 30分前より  

競技スケジュール（予定） 

・9月 19日（木） 駒沢体育館  10：30～19：00（予定） 

男子サーブル 予選～準決勝／女子エペ 予選～決勝 

・9月 20日（金） 駒沢体育館  10：00～18：00（予定） 

男子フルーレ 予選～準決勝／女子フルーレ 予選～準々決勝 

・9月 21日（土） 駒沢体育館 10：00～18：00（予定）  

男子エペ 予選～準決勝／女子サーブル 予選～準決勝 



大会実施概要 

■大会名称 エイブル Presents 第72回全日本フェンシング選手権大会（個人戦）

催 公益社団法人 日本フェンシング協会 

管 東京都フェンシング協会 

催 渋谷区

日 2019年 9月 19日(木) ～ 21日(土) 予選・女子エペ決勝 

■主

■主

■共

■期

■会 場 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館 

■競技種目 男女各 3種目（フルーレ、エペ、サーブル）個人戦 

■競技方法 （1）プール戦とエリミナシオン・ディレクト方式で行う。 

（2）プール戦は原則 7人で行う。各試合（マッチ）は 5本先取とする。 

（3）エリミナシオン・ディレクト進出者は出場者数の 70％以とし、各試合 3セット 

（サーブルは 8本先取で 1分間休憩）、15本先取とする。2人以上の選手が

■お問合せ

ED 上り最終順位で同位の場合は繰り上げる。バラ―ジュは行わない。

（4）参加選手数等により、競技方法を変更する場合がある。

（5）出場選手の最終コールは該当種目開始予定時間 40 分前とする。

【競技に関するお問合せ】 

 公益社団法人日本フェンシング協会 

〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町４番２号 

Japan Sport Olympic Square 9 階 

電話 03-5843-0040 / FAX 03-5843-0041（月～金／9：30～17:15） 

【報道に関するお問合せ】 

エイブル Presents 第72回全日本フェンシング選手権大会（個人戦） 

報道事務局電話：03-5467-3379 / 

FAX：03-5467-3483（月～金／10:00～18:00）



報道取材に関するご案内とお願い 

「エイブル Presents 第72回全日本フェンシング選手権大会（個人戦）」の取材についてご案内致します。報

道関係の皆様に支障なくご取材頂くために、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。 

尚、取材に関しましては、あくまでもスポーツ報道としての取材を対象としておりますので、スポーツ報道以外の目的

での取材に関しては、必ず事前に報道事務局（03-5467-3379）までお問合せ下さい。 

また、会場内での取材活動につきまして、当日の関係者の指示並びに下記の要項に著しく逸脱した場合は、ご取

材をお断りする場合もございます。予めご了承下さい。 

1. 取材申請について
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を必須とさせていただきます。 

取材申請の時点で注意事項に承諾したものとみなします。 

取材の申請は９月１1日（水）必着で、報道事務局まで FAX（03-5467-3483）にてお送り下さい。締め

切り後の申し込みや、当日会場での直接の申し込みはお受けいたしかねますので予めご了承下さい。申請が許可

されましたら、公印を押印した取材・撮影許可証を FAX で返送致しますので、取材当日受付にてご提示下さ
い。申請者が同時に入場出来ない場合、各自コピーを持参して下さい。人数調整が必要な場合及び取材をお

断りする場合は、報道事務局より別途ご連絡致します。 

2. 取材について

（1）ビブス・ADの受け渡し 

報道受付にて、報道関係者にビブスまたは AD をお渡し致します。初回来場時は、取材・撮影許可証と名刺をご

持参下さい。尚、会場内ではビブス／AD を必ず着用して下さい。ビブス／ADはお帰りの際に必ずご返却下さい。 

（2）会場への入場について 

報道受付は駒沢オリンピック公園総合運動場体育館エントランスホールにございます。 

ご入場の際は、毎日必ず報道受付にてご記帳とビブス／ADの受取りをお願い致します。 

スペースの都合上、報道専用の駐車場はございません。近隣の一般駐車場をご利用下さい。 

（3）プレスルーム（報道控室）について 

プレスルームを体育館内に設けており、競技日にご利用になれます。 

利用可能時間は受付開始（各日競技開始 30 分前）～その日の最終試合、または最後の囲み取材が終了し

てから 1 時間半までを予定しております。無線 LAN、電源付きデスクをワーキングルームに設置する予定です。席数

に限りがございますので日をまたいでの席取り（名刺を貼るなど）はご遠慮下さい。 

（4）インタビューについて 

リクエストのあった選手のみ、試合終了後ミックスゾーンにて一般の取材対応を行います。取材のご希望は報道事務

局のスタッフまでお知らせください。調整後、報道受付とプレスルームに取材の時間を掲示いたします。 



（5）試合予定・試合結果情報・その他 

今大会期間中、紙による情報提供（対戦組合せ、試合結果）は予定しておりません。ウェブによる情報提供を  

ご覧ください。アリーナ試合会場には立入り禁止区域を表示します。区域外からの取材をお願いします。 

３. 大会期間中の取材についてのご案内と注意事項

指定エリア以外での取材や未許諾の個別取材などはおやめ下さい。 
日本フェンシング協会の取材ルールを守ってご取材いただきますようお願い致します。 

① ペン記者の皆様へ

・ アクセスエリアは観客席・ミックスゾーンを予定しております。

・ 観客席は一般のお客様が利用していなければ自由にご覧いただけます。

・ ミックスゾーンはスペースの関係上、アクセス可能な人数を調整させていただく場合がございます。

・ 会場内では必ず PRESS AD をご着用下さい。

② スチールカメラの皆様へ

・ 撮影場所はスタンド観客席エリア・アリーナ内の指定エリアの２ヶ所を予定しております。

・ アリーナ内撮影指定エリアについては、進行にともない変更が生じる可能性がございます。予めご了承下さい。

・ スタンドでの撮影は一般のお客様の妨げにならないようにご配慮をお願いいたします。

・ 会場内での撮影は、ビブス着用者のみとなります。

・ ミックスゾーンは立ち入りができません。記者/フォト兼任されている方は記者としてミックスゾーンでご取材いただ

けますが、写真撮影はできませんのでご了承下さい。

③ ENGクルーの皆様へ

・ 撮影場所は、スタンド観客席エリア・アリーナ内の指定エリア・ミックスゾーンの 3 ヶ所を予定しております。

・ カメラ台数は各系列 3台（民生用デジタルカメラ含む、各々の場所で 1台）までに制限させていただきます。

・ ミックスゾーンはスペースの関係上、アクセス可能な人数を調整させていただく場合がございます。

・ 選手の会場への入退場をご取材予定の方は、報道受付へ事前にお問い合わせください。

④ 大学新聞の皆様へ

・ 会場内取材スペースの関係上、取材申請人数を記者/フォト併せて 3名以内に制限させていいただきます。

※①～④共通のご案内

・報道目的以外の使用は、必ず報道事務局又は報道受付にお問合せ下さい。

・日をまたいでの撮影やプレス席の場所取りは禁止とさせていただきます。

・公益社団法人 日本フェンシング協会の権益の侵害、特定の個人を誹謗・中傷するなど、日本フェンシング界に

とって不利益となる活動を行った場合は、対応策を検討する場合がございます。



報道事務局 行 FAX：03（5467）3483 

2019年 9月 11日（水）【必着】 

エイブル Presents
第72回全日本フェンシング選手権大会（個人戦） 

取材・撮影事前申請書 

申請会社名 

住  所 〒 

連絡責任者 （許可証送付先） 

電話番号 FAX番号 

日  時 記者会見 9月 18日（水）、 大会期間月 19日（木）～21日（土） 3日間 

申請者名 区分 取材日 
※来場されるイベントおよび試合日に○印をお付け下さい。

1 記者・スチールカメラ・ENG 9/18 ・ 19 ・ 20 ・ 21 

2 記者・スチールカメラ・ENG 9/18 ・ 19 ・ 20 ・ 21 

3 記者・スチールカメラ・ENG 9/18 ・ 19 ・ 20 ・ 21 

4 記者・スチールカメラ・ENG 9/18 ・ 19 ・ 20 ・ 21 

5 記者・スチールカメラ・ENG 9/18 ・ 19 ・ 20 ・ 21 

※1枚に書き込めない場合はコピーしてご利用下さい。

その他の媒体・フリーランスの方は下欄にもご記入下さい。 

出版社名 掲載媒体 

編集長名 印 掲載日 

掲載内容 

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

取材･撮影許可証  大会実行委員会記入欄 公益社団法人日本フェンシング協会 

日付 2019年  月 日 

公益社団法人日本フェンシング協会 

競技会会場に入場の際に、プレス受付へ本状と名刺をお持ち下さい。 

申請者が同時に入場できない場合、各自コピーを持参して下さい。 

（公印のないものは無効です） 




