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第 76 回びわ湖毎日マラソン大会 報道取材について  

――  新型コロナウイルス感染拡大防止対策に関するお願い  ――  

 

 本大会の開催にあたり、新型コロナウイルス感染症に関する日本陸上競技連盟策定の「陸

上競技活動再開のガイダンス」・「ロードレース再開についてのガイダンス（基本方針）」・「ロ

ードレース再開についてのガイダンス（チェックリスト）」に基づき、本大会のガイドライ

ンを策定して運営しています。  

報道関係の皆さまにも安全に取材していただくため、下記の感染予防対策を遵守いただ

きますようお願い申し上げます。  

 本年の取材は事前申請者に限らせていただきます。必ず「報道取材について」をご確認

いただき事前申請をお願いします。尚、申請された場合は、本大会の取材内容全てにご同

意いただいたとさせていただきます。本内容や大会役員の指示に従っていただけない場合

は、取材をご遠慮いただく場合もございますので、予めご了承下さい。  

 

＜新型コロナウイルス感染拡大防止に関するお願い＞  

〇  取材時は必ずマスク着用・消毒の励行をお願いいたします。  

〇  会場内では手洗いや咳エチケットなどへの心がけをお願いいたします。  

〇  取材人数・取材方法・取材エリアに関しては、大会関係者の指示に従ってください。  

〇  報道受付や競技場などの入口に非接触型体表温測定サーモグラフィーを設置して検温

を行います。体温が 37.5℃を超える場合、会場への入場は認められません。係員の指示

に従ってください。  

〇  最小限の人数での取材対応にご協力をお願いいたします。  

〇  ３密を防ぐため、対選手だけでなく報道関係者同士のソーシャルディスタンスの確保に

ご協力をお願いいたします。※  2m 以上（最低でも１m）  

〇  大会開催 1 週間前から大会終了後 2 週間は体調管理・検温をしていただき、指定の体

調管理チェックシート（公式ＨＰから）に記録してください。大会当日の報道受付で提

出いただき、大会終了後も提出いただく場合がございます。  

  ※大会一週間前～当日に症状がある場合は、会場への入場は認められません。予めご了

承下さい。  

〇  万が一、大会終了後 2 週間以内に発症が確認された場合は、必ず大会事務局に報告を

お願いいたします。その際、個人情報を必要な公的機関へ提供させていただく場合がご

ざいます。また、感染者が発生したことを公表させていただく可能性がございますので、

予めご了承下さい。  

  ※以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせていただきますようお願いい

たします。  

・  体調がよくない場合（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）  

・  同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合  

・  過去  14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地

域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合  

〇  その他、「陸上競技活動再開のガイダンス」を基本に実施いたします。  

〇  今後のコロナウイルス感染状況により取材対応に変更が生じる場合がございます。  

  ご理解、ご協力をお願いいたします。  
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報  道  取 材 に  つ  い て 

 

新型コロナウイルス感染症の影響の中、スムーズな取材のため、下記の注意事項を守っていただき

ますようご協力をお願い致します。  

取材申請いただきました報道各社の皆様は、本大会の取材内容全てにご同意いただいたとさ

せていただきます。  

また、今後の新型コロナウイルス感染症の状況で、取材について変更する場合がございます。ご理

解ください。変更は随時、大会公式サイト  http://www.lakebiwa-marathon.com/ にアップします。 

 

主な招待選手の会見  

２月２６日（金） １５時～ リモートで会見の予定。 

会見の情報は、２月１５日頃、大会公式サイト（報道各社の皆様へ）で案内します。 

会見の様子は代表撮影し、配信を予定しています。  

 

大会当日の取材について  

１） 事前申請をお願いします。２月１８日（木）18 時までに１社１枚の申請書にまとめて記入いただき、

メール添付にてお送りください。なお、申請人数枠を設けています。添付をご確認ください。申

請書送付先： maispo2020@gmail.com 

   取材許可証は、申請書送付先メールアドレスから 19 日（金）に返送する予定です。  

２） 大会当日のプレスルーム（モニター設置）は、 

   びわ湖大津プリンスホテル コンベンションホール ８：００～２０：００まで 

（大津市におの浜 4-7-7 代・077-521-1111） 

   競技場にはプレスルームを設けませんのでご注意ください。また、今回は飲食物の提供も控

えさせていただきますのでご理解ください。  

３） 報道受付は、８：００～、びわ湖大津プリンスホテル／皇子山陸上競技場  で行います。 

必ず各自で取材許可証のコピーを準備いただきご提示ください。 

   健康管理チェックシートを提出（返却しません）いただき、プログラム、ＩＤ、（スチール・ＥＮＧ

はビブス）をお渡しします。検温チェックを通っていただきます。 

必ず、ＩＤ、（カメラはビブス）を着用ください。 

今回は臨時電話の設置ができませんのでご了承ください。  

４） びわ湖大津プリンスホテルは、ホテル駐車場をご利用下さい。  

   皇子山陸上競技場の駐車場は利用できません。大津市役所の駐車場をご利用下さい。利用

時間は 7 時から 15 時までです。 

５） 当日の記録速報は、公式サイトに掲載します。 

＜大会当日スケジュール＞ 

8:00～8:50       皇子山陸上競技場  コール 

9:15～           皇子山陸上競技場  スタート 

              ※ 優勝者フィニッシュ後、ＮＨＫの優勝者インタビュー（代表撮影、取材不

可）。日本陸連と優勝選手・監督はリモート会見。状況や順位等で一

部選手を行う場合あり。 

15:00～（予定）    アワードセレモニー（表彰式） びわ湖大津プリンスホテル  

※ 表彰式の撮影は可。終了後、優勝選手は表彰式会場で会見、２・３位

の選手はリモート会見を予定。  

http://www.lakebiwa-marathon.com/
mailto:maispo2020@gmail.com
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【ペン記者のみなさまへ】 

 ＩＤカードを必ず着用して下さい。 

 １．競技場に記者室は設けません。主催、中継局以外は競技場内への立ち入りはできません。  

   ＩＤ着用者は競技場スタンドへの立ち入りは可です。  

 ２．優勝者などのインタビューについて 

   優勝者がフィニッシュ後、中継局（ＮＨＫ）がインタビューを行います。インタビュー終了後、競技

場内室内で優勝選手・監督、日本陸連などのリモート会見を予定。びわ湖大津プリンスホテル

のプレスルームとつなぐ予定です（詳細は今後公式サイトにアップする予定）。 

 

【スチールカメラのみなさまへ】 

 ＩＤカード、ビブスを必ず着用して下さい。インフィールドでの撮影はできません（主催者のみ

可）。ビブス着用者以外は競技場への入場は不可です。  

１．スタート・フィニッシュ時（別図Ａ、Ｂ地点）  

   競技場の入場は、必ず正面入口を利用し、通路を通って撮影場所へ移動してください。トラッ

ク、インフィールドには入れません（主催、中継局は除く）。退出は第２ゲートからお願いします。

また、競技運営、選手との接触が想定される場合は、係員が指示します。従ってください。立ち

入り禁止区域、脚立使用不可区域などの規制を遵守ください。 

 ２．優勝者インタビュー時  

インフィールドには入れません。代表撮影で配信します。  

３．カメラ車について 

   写真取材のためのカメラ車 1 台を運行します。乗車は、毎日新聞社写真部 1 名と日本雑誌協

会代表 1 名とします。 

 ４．沿道での取材について 

   今大会は沿道での応援の自粛をお願いしています。主催者以外の撮影はご遠慮ください。  

 ５．リモートカメラについては、主催者以外の使用は禁止します。 

―代表撮影写真について― 

 カメラ車から撮影したレース序盤、先頭集団、勝負どころ、フィニッシュ時のインフィールド撮影、

レース後の月桂冠授与とＮＨＫインタビューは代表撮影します。  

   関西写真記者協会加盟社に共同フロントシステムで配信します。配信時刻は前日までに加盟

社にお知らせします（配信時刻前に、主催者が運営するＨＰなどで公開する場合があります）。  

 

【テレビ／ＥＮＧ取材のみなさまへ】 

 ＩＤカード、自社腕章、ビブスを着用して下さい。インフィールドでの取材はできません（ＮＨＫの

み可）。ビブス着用者以外は競技場への入場は不可です。  

 １．取材申請は、1 系列 1 クルーのみです。 

２．中継局が映像を分配しますので、インフィールドでの撮影はできません。  

 以下は、スチールカメラと同様です。カメラ取材位置を遵守ください。 

  

●大会事務局電話  

（１） 毎日新聞社大阪事業本部内  びわ湖毎日マラソン大会事務局   

                            TEL 06-6346-8249／FAX 06-6346-8372 

（２） 2 月 22 日（月）午後からびわ湖大津プリンスホテル内大会事務局  

TEL 077-523-5370／FAX 077-523-5372 



第76回びわ湖毎日マラソン大会

①カメラ取材はゼッケン着用者のみです。
②インフィールドでの取材はできません。撮影場所はⒶ地点、Ⓑ地点のみです（主催、中継局は除く）
③Ⓐ地点は主催カメラの位置を指定しますのでご了解ください。
④Ⓔ地点カメラは代表撮影です。

第2ゲート
退出口

第2ゲート
退出口



びわ湖毎日マラソン大会事務局　御中

〒
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1

2

3

4

5

6

7

◆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。

◆取材･撮影許可証

  ※許可印なきものは無効です。

大会事務局記入欄

日付　　　　　  年 　　　 月　 　　　日
  ※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、報道受付にてご提示下さい。

編 集 長 名 掲 載 日

掲 載 内 容

出 版 社 名 掲 載 媒 体

記者
スチール

カメラ

ＥＮＧ
（ディレクター含

む）

記者
スチール

カメラ

ＥＮＧ
（ディレクター含

む）

記者
スチール

カメラ

ＥＮＧ
（ディレクター含

む）

記者
スチール

カメラ

ＥＮＧ
（ディレクター含

む）

記者
スチール

カメラ

ＥＮＧ
（ディレクター含

む）

記者

申請者氏名

記者
スチール

カメラ

ＥＮＧ
（ディレクター含

む）

スチール

カメラ

ＥＮＧ
（ディレクター含

む）

連 絡 責 任 者

住　  　所

電 話 番 号 Emailアドレス

所      属

運動記者クラブ 写真記者協会 日本雑誌協会

陸上競技専門誌 日本スポーツプレス協会 その他（　　　　　　　　　　）

スポーツニュース協会加盟社 フォトエージェンシー

2021年　　  2月　　  　日

締切：2021年2月18日（木）18時まで

第76回びわ湖毎日マラソン大会　取材申請書

申 請 会 社 名

部署名/媒体名

ｵﾝﾗｲﾝ

取材日（会場）

2/28（日）
びわ湖大
津プリンス
ホテル／
皇子山陸
上競技場

所属・希望カテゴリー（○をお付け下さい）

ｵﾝﾗｲﾝ

ｵﾝﾗｲﾝ

ｵﾝﾗｲﾝ

ｵﾝﾗｲﾝ

ｵﾝﾗｲﾝ

ｵﾝﾗｲﾝ



第76回びわ湖毎日マラソン大会　プレス申請枠について

※取材申請について

▽プレス申請枠
区分 記者 フォトグラファー 備考

関西運動記者クラブ
　　　　　　　　加盟社

2名／社（来場）
1名／社（ｵﾝﾗｲﾝ）

関西写真記者協会
　　　　　　　 加盟社

1名／社

スポーツニュース協会
1系列局
1クルー
最大3名

スポーツニュース協会の加盟者につきましては、1
系列局につきENGカメラ1台（民生機・デジタルカメ
ラ含む）、1クルーにつき最大3名（ディレクター含む/
記者2名）の枠内で調整して下さい。名前が確定で
きない場合は、「カメラNo,1」「音声」「アシスタント」
等、担当と取材人数が分かるようにご記入くださ
い。

日本新聞協会 記者または記者・カメラ兼任でお願いいたします。

陸上専門誌
2名／社（来場）

1名／社（ｵﾝﾗｲﾝ）
2名／社 陸上競技マガジン・月刊陸上競技

日本雑誌協会 1名／社 1名／社

その他のメディア

フリーランスの方につきましては、掲載媒体名、掲
載日、掲載内容、掲載媒体責任者あるいは編集長
の署名を必ず明記して取材申請をご提出ください。
※過去の掲載実績などを鑑み判断します。

▽競技場での取材
・優勝者フィニッシュ後、NHKインタビュー（カメラ代表撮影、取材不可）。

▽表彰式後の取材

※競技場、ホテル会見は状況や順位等に応じて一部選手を追加で行う場合あり。

1名／社

1名／社

今大会は新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、事前の取材申請とします。当日の申請は受け付けい
たしませんのでご注意ください。事前申請の対象は、日本新聞協会、写真記者協会、日本雑誌協会、スポーツ
ニュース協会（含系列局）、日本スポーツプレス協会の各加盟者でスポーツ報道を目的とするメディアです。事
前申請を受けて大会事務局の許可は、押印した取材・撮影許可書を下記アドレスよりメールにて返信します。
プレスルーム・取材・撮影エリア等の関係により各社申請を取りまとめた後に取材人数調整等をする場合もご
ざいます。その際は、別途ご連絡致します。予めご了承の程お願い申し上げます。

取材申請は2月18日（木）18時までに　maispo2020@gmail.com　宛に申請書を添付の上メールにてお送りくださ
い。

・優勝者・監督、日本陸連の会見はリモートで行う予定です。

・優勝者は表彰式後、その場で会見。２、３位はリモートで会見予定。
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