
 

 

 

第 42 回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ  
夏季水泳競技大会  

 

 

取材要項 

 

-申請書を記入される前に、本要項を必ずご一読ください- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年 8月 

公益財団法人日本水泳連盟 



大会実施概要 

 

■大 会 名 称 第 42回 （2019年度）全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 

■主 催 公益財団法人日本水泳連盟 

■主 管 公益財団法人東京都水泳協会 

 一般財団法人大阪水泳協会 

 京都水泳協会 

 石川県水泳協会 

■後 援 文部科学省・公益財団法人日本オリンピック委員会・読売新聞社 

（■後援行政機関 金沢市 ※アーティスティックのみ） 

■特別協賛社 東京海上日動火災保険株式会社 

■協     賛 ミズノ株式会社 

■協     力 一般社団法人日本スイミングクラブ協会 

■日     程 競泳：2019年 8月 22日(木)～26日(月)／5日間／  9:30～（予定） 

  東京辰巳国際水泳場（東京都江東区辰巳 2-8-10） 

 飛込：2019年 8月 22日(金)～25日(日)／4日間／10:00～（予定） 

  丸善インテック大阪プール（大阪府大阪市港区田中 3-1-20）） 

 水球：2019年 8月 22日(木)～26日(月)／4日間／  9:30～（予定） 

  京都アクアリーナ（京都市右京区西京極徳大寺団子田町 64） 

 アーティスティック 

  : 2019年 8月 22日～25日（日）／4日間／ 

  金沢プール（金沢市磯部町ハ 55番地） 

■公 式 計 時 SEIKO 

■競 技 種 目 競泳： 128種目／男子 64種目、女子 64種目 

  10 歳以下、 11～12 歳、 13～14 歳、 15～16歳、 チャンピオンシップ 

  ※ただし 1500ｍ自由形は男子・800ｍ自由形は女子とする。 

 飛込： 男子 7種目、女子 7種目 

  男女 3ｍシンクロ 

  9-11歳、12-13歳、14-15歳、16-18歳 

 水球： （1）Ａ区分 12歳以下の男女。ただし、中学生を除く 

   ※男子のみ、女子のみ、または男女混合可） 

  （2）Ｂ区分 15歳以下の男子。ただし、高校生を除く 

  （3）Ｃ区分 15歳以下の女子。ただし、高校生を除く 

  （4）Ｅ区分 18歳以下の女子。ただし、小学生、大学生を除く。 

 アーティスティック 

  （１）10～12歳および 13～15歳 ソロ、デュエット、チーム 

  （２）15～18歳 ソロ、デュエット、チーム 

 

■お問 合 せ  競技に関するお問合せ／公益財団法人日本水泳連盟 

  03-3481-2306（月～金／9：30～17：30） 

  取材申請・報道に関するお問合せ 

  ／JOCジュニアオリンピックカップクラブ関係者席受付センター 

    03-6257-1946（月～金／10：00～18：00※祝日を除く） 

 

 

 

 

 

1 



2019年 8月 

報道関係各位 

 

報道取材に関するお願い 

 

2019 年 8月 22日（木）～26日（月）に行われます、「第 42回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏季水

泳競技大会」（競泳競技、飛込競技、水球競技、アーティスティック）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 JOC ジュニアオリンピックカップクラブ関係者席受付センター
（03-6257-1946）までお問合せください。 

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。予めご了承ください。 

本大会後援の読売新聞社は、47都道府県に大会の模様を大会期間中毎日、配信しております。 

 

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のみとなります。 

取材の申請は 8 月 15 日（木）必着で、JOC ジュニアオリンピックカップクラブ関係者席受付センターまで

FAX にてお送りください。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、

予めご了承ください。 

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  

ご提示ください。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ください。 

人数調整が必要な場合及び取材をお断りする場合は、JOC ジュニアオリンピックカップクラブ関係者席受付センター

よりご連絡致します。 

 

2. 取材について 

 
ご取材に関しましては、各会場担当者の指示に従ってください。 
 

（1）AD カード・ビブスの受け渡し 

 

報道受付にて、ビブスをお渡し致します。初回来場時は、取材・撮影許可証と、名刺1枚をご持参ください。

尚、会場内ではビブス、もしくは AD カードを必ず着用してください。毎日返却して頂きます。 
 

（2）会場への入場について 

 

ご入場の際は、毎日必ず報道受付にてご記帳をお願い致します。 

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）インタビューについて 

 

取材はミックスゾーンで行なってください。ミックスゾーンがない会場は、担当者の指示に従い、競技の支障にならない 

ようご配慮ください。 
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（4）その他 

 

プールアリーナ内は土足厳禁となっております。シューズカバー、サンダル等の上履きをご用意ください。 

会場内の選手エリア部分は立ち入りできません。 
 
 

3.備考 

 

インターネットメディア単体での取材申請は原則として受け付けておりません。 

・ インターネットについては、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加盟社及びニュ

ース番組で、それを補完するためのホームページ（無料による情報提供に限る）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、インターネット単体

での申請はお受けしていません。 

・ インターネットに掲載した情報は無償で閲覧出来ることを大前提としており、有償での掲載はお断りしています。 

・ 公益財団法人 日本水泳連盟の権益を侵したり、特定の個人を誹謗・中傷するなど、日本水泳界にとって不

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。 

 

※フリーランスの方は、掲載媒体名、掲載日、掲載内容を必ず明記して取材申請書をご提出願います。 

 

※スイミングクラブや本大会協賛各社は、報道として申請をお受けできません。 

詳細は JOCジュニアオリンピックカップ クラブ関係者席受付センターまで、お問合せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【取材申請・報道に関するお問合せ】 

JOCジュニアオリンピックカップ クラブ関係者席受付センター 

〒100-0014 東京都千代田区永田町 2-4-3永田町ビル 5F 

TEL：03-6257-1946 FAX：03-6257-1972 
 
 

【競技に関するお問合せ】 

公益財団法人日本水泳連盟 

〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘 4-2  

JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE ８階 

TEL：03-6812-9061 FAX：03-6812-9062 
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申し込み先  JOCジュニアオリンピックカップクラブ関係者席受付センター 

FAX：03-6257-1972 

 

第 42回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 

取材・撮影事前申請書 
 

（公財）日本水泳連盟 御中  2019年   月    日 

申請会社名  

住  所 
〒 
 

連絡責任者 （申請書送付先） 

電話番号  FAX番号  

日  時 大会期間／8月 22日（木）～26日（月）  

取材競技 
競泳  

8/22～26開催             

飛込  

8/22～25開催 

水球  

8/22～26開催 

アーティスティック 

8/22～25開催 

 申請者名 区分 取材日 
※来場される日に○印をお付けください。 

1  記者・スチールカメラ・ENG 8／ 21 ・ 22 ・ 23 ・ 24 ・ 25 ・26 

2  記者・スチールカメラ・ENG 8／ 21 ・ 22 ・ 23 ・ 24 ・ 25 ・26  

3  記者・スチールカメラ・ENG 8／ 21 ・ 22 ・ 23 ・ 24 ・ 25 ・26 

4  記者・スチールカメラ・ENG 8／ 21 ・ 22 ・ 23 ・ 24 ・ 25 ・26 

5  記者・スチールカメラ・ENG 8／ 21 ・ 22 ・ 23 ・ 24 ・ 25 ・26 

※1枚に書き込めない場合はコピーしてご利用ください。 
 

その他の媒体・フリーランスの方は下欄にもご記入ください。 

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 

上記申請者の取材･撮影を許可いたします。                    日付   2019年    月    日 

公印なきものは無効です。 

競技会会場に入場の際に、本状と名刺 1枚をお持ちください。 

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ください。 

2019年 8月 15日（木）必着 
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