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2022 年 4 月 11 日 

 

報道関係者 各位 

 

公益社団法人千葉県サッカー協会 

 

 

第 27回千葉県サッカー選手権大会 

準決勝・決勝戦 取材要項・取材申請 

 

 

本大会の開催にあたり、報道関係者の皆様に円滑な取材活動をしていただくため、本取材要項をご確認の

うえ、ご協力いただけますようお願い申し上げます。 

 

 

◼ 本大会の試合取材は、「スポーツ報道」を目的とした取材のみお受けしております。 

◼ 本大会においては、全員、取材申請が必要となります。 

◼ 本大会の取材については、事前申請制といたします。事前申請のないメディアについては、当日の取材

をお断りいたしますので、あらかじめご了承ください。 

◼ 事前に取材申請書を当協会へ提出し、許可された場合のみ取材が可能です。 

◼ 取材申請をされた場合は、本取材要項の内容すべてに同意したものとみなします。当協会の許可なくス

ポーツ報道以外の目的で、写真や映像等を使用したことが発覚した場合、また取材要項や当日配布する

取材ルールを遵守いただけない場合は、当日を含め、取材をお断りすることがあります。 

◼ 主催者に取材許可を受けたもの以外による写真・動画撮影は、個人的に楽しむ目的で行うもの以外、一

切禁止いたします。 

◼ 取材申請方法・取材人数枠については、後述の内容をご一読ください。 

◼ 本申請で得た個人情報につきましては、本大会取材関連業務にのみ使用させていただきます。 
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1 取材申請について 

1.1 新聞社、テレビ局、通信社、雑誌社、フリーランスのライター、カメラマンなど 

本取材要項の内容をご確認いただき、ご同意いただいたうえで、当協会へ取材申請ください。 

 

1.2 インターネットメディア 

・ インターネットメディア単体での取材申請はお断りいたします。 

・ チームから委託を受けている場合は、一度、チームを通じて当協会までお問い合わせください。 

 

1.3 チームオフィシャルカメラマン 

本取材要項の内容をご確認いただき、ご同意いただいたうえで、当協会へ取材申請ください。 

 

1.4 チームからライブ配信等の中継委託を受けた企業様 

・ チームから委託を受けている場合は、チームを通じて中継申請をお願いいたします。 

・ チームにて中継申請書を作成のうえ、当協会まで申請をいただく流れとなります。 

申請に関する詳細はチーム担当者様とご確認ください。 

・ 中継に際しての基本的な考え方は、本取材要項に準拠いたします。ご同意いただいたうえで中継申請を

お願いいたします。 

 

2 取材人数について 

・COVID-19 感染拡大防止の観点から、取材人数については、以下のとおり制限をいたします。 

※ペン記者とフォトグラファーを兼務する場合は、1社 1名フォトグラファーとしてカウントいたします。 

※フォトグラファーについては、チームオフィシャルカメラマンも含みます。 
 

ペン記者 1社 2名まで 

フォトグラファー 1社 2名まで 

ENG（中継局含む） 1社 3名まで 

 

3 取材申請について 

・COVID-19 感染拡大防止の観点から、取材を希望するメディアの皆様を事前に把握させていただきます。

そのため、本大会準決勝・決勝戦では、すべての取材を「事前申請制」といたします。 

・取材申請は、回戦ごとに必要です。 

・取材申請は、当協会が指定する取材申請書に必要事項をご入力のうえ、各回戦、以下の期日までにメール

にて申請ください。 

・事前申請なく、当日受付にお越しいただいても、取材は一切できません。お帰りいただくこととなります

のでご注意ください。 
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3.1 申請締切日 
 

回戦 試合日 申請締切日 

準決勝 2022 年 4 月 24 日（日） 2022 年 4 月 20 日（水）17:00 必着 

決勝戦 2022 年 5 月 07 日（土） 2022 年 5 月 04 日（水）17:00 必着 

 

3.2 申請先 

公益社団法人千葉県サッカー協会 宛 メールアドレス：info@chiba-fa.gr.jp 

4 取材申請書・健康チェックシート 

・ 取材申請書はこちらからダウンロードしてください。 

・ 健康チェックシートはこちらからダウンロードしてください。 

 

5 取材申請後の流れ（取材の可否について） 

（1） 当協会にて受信確認後、内容を確認のうえ、取材の可否をメールにてご返信いたします。 

（2） 取材許可をする媒体には、メール送信の際に、当協会承認印を押印した申請書の PDF データを添付の

うえ、送信いたします。 

（3） 当日は、以下の資料を整え、競技場正面入口付近に設置している受付までお越しください。 

1） 承認印が押印された取材申請書（印刷した紙またはスマホ等での提示も可） 

2） 身分を証明できる記者証または名刺 

3） 健康チェックシート 

※身分が確認できない場合は、取材をお断りすることがございます。 

※健康チェックシートをご提出いただけない場合は、取材をお断りいたします。 

（4） 確認後、申請内容に応じた AD またはビブスと当日の取材ルールをお渡しいたします。 

（5） 本要項ならびに取材ルールに基づき、取材のほどお願い申し上げます。 

 

6 写真利用について 

取材で撮影した写真は、「スポーツ報道目的」に限り使用ができます。スポーツ報道目的以外の使用はでき

ません。また、SNS（Twitter、Facebook、Instagram など）への掲載やギャラリーとして写真を見せること

もできません。 

 

7 動画利用について 

・ニュース（報道）での映像使用は「3 分まで」といたします。ニュース（報道）番組以外での二次利用につ

いては、運営本部までお問い合わせください。また、SNS（Twitter、Facebook、Instagram、YouTube な

ど）へ掲載することもできません。 

・如何なる場合でも、当協会が許可していない場合は、試合のライブ配信はできません。 

mailto:info@chiba-fa.gr.jp
https://chiba-fa.gr.jp/07category1/category1champ2021-mediaapl.docx
https://chiba-fa.gr.jp/07category1/category1champ2021-mediachecksheet.xlsx
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8 当日の受付時間について 

受付開始時間は以下のとおりといたします。時間より早くお越しいただいてもご入場いただけません。 

【準決勝】2022 年 4 月 24 日（日）09:30～受付開始（第一試合キックオフの 60 分前） 

【決勝戦】2022 年 5 月 07 日（土）12:00～受付開始（キックオフ 60 分前） 

 

9 当日の取材について 

9.1 ペン記者 【アクセスエリア：メディア控室・観客席・当協会指定の取材エリア】 

・アクセス可能なエリアは、「メディア控室」、「観客席」および「当協会指定の取材エリア」のみとなります。 

・記者室のご用意はございません。受付後、当協会が指定する動線にて観客席へお上がりください。 

・1 階関係者エリアおよびその付近への立ち入りは禁止です。また、試合前後を含め、ピッチ（フィールド）

エリアおよびその他のエリアへご入場はできません。 

・記者席のご用意はございません。観客席中央の関係者席の空いている席をご利用ください。 

・観客席にて、デジタル機器などによる静止画および動画の撮影はご遠慮ください。 

・試合開始前および試合終了までの間は、選手およびスタッフ等への取材はご遠慮ください。 

・試合後の選手への取材は、各会場、当協会が指定する場所にて、チーム担当者および選手本人の承諾を得

てから行ってください。 

 

9.2 フォトグラファー・ENG（中継局含む） 

【フォトアクセスエリア：メディア控室・ピッチ上撮影エリア】 

【ENG アクセスエリア：メディア控室・ピッチ上撮影エリア・観客席内撮影エリア】 

・アクセス可能なエリアは、「メディア控室」および「ピッチ上／観客席内撮影エリア」のみです（観客席は

ENG のみ）。 

・スチールカメラは一脚撮影でお願いいたします。また、立っての撮影やストロボを使用した撮影はご遠慮

ください。 

・雨天時の傘の使用はご遠慮ください。雨天時および冬季時は、必ずレインコートや防寒着の上からビブス

を着用してください。 

・選手入退場と試合前の記念写真やセレモニーの際は、スタッフの指示に従ってください。また、三脚の使

用はご遠慮ください。 

・試合中のフォトグラファーは、ピッチレベルゴールライン後方の所定の位置での撮影をお願いいたします。

タッチライン側は、主催者が認めたオフィシャル以外撮影できません。 

・ENG（TV クルー）は、観客席所定のエリアまたはピッチレベルゴールライン後方の所定の位置で撮影をお

願いいたします。この場所でフォト撮影はできません。タッチライン側は、主催者が認めたオフィシャル

以外撮影できません。 

・観客席内 ENG エリアへは、当協会が指定する動線にてお上がりください 

・ピッチ（フィールド）レベルでは、脚立を利用した撮影は禁止です。また、TV クルー以外のスタッフの方

は、必ず着席してください。 
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・ハーフタイムを除いて、試合中の移動はご遠慮ください。試合前後を含めて、ピッチ（フィールド）内に

は絶対に立ち入らないでください。 

・試合中の移動はご遠慮ください。また、観客の妨げにならないように撮影をお願いいたします。 

・撮影に際しては、観客の視界確保のため、観戦の妨げにならないよう必ずしゃがんでください（中継カメ

ラは除く）。 

・スタンド内での写真・映像撮影は禁止です。 

・試合進行や観戦の妨げになる行為はご遠慮ください。 

・ニュースでの映像使用は 3 分までとします。ニュース番組以外での二次使用については、運営本部までお

問い合わせください。 

・PK 時は、ゴール真裏からの撮影は禁止とします。 

※混雑時のみ、タッチライン側での撮影を協議いたします。撮影エリアはスタッフの指示に従ってください。 

・PK のエンドはコイントスで決定いたします。決定後の移動は速やかにお願いいたします。 

・観客席からの撮影およびメインスタンド側・バックスタンド側からの撮影は禁止です。 

・指定エリア以外での撮影は禁止です。 

※指定エリア以外での撮影やニュース以外での映像使用などが確認された場合、ビブスの回収と今後の取

材をお断りすることもございます。 

 

撮影エリア図（ピッチ上） 

 

 

※バックスタンド側の撮影エリアについては、撮影不可となる場合もございます。 
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当日の注意事項 

・観客席での、望遠レンズ・三脚・一脚等の大きな機材を使用した写真・動画撮影は、他のお客様の観戦の

妨げになりますのでご遠慮ください。 

・撮影可能エリアについては、変更する場合もございます。当日配布する資料にてご確認ください。 

・プレス AD またはビブスは、受付後、必ず見えるところに着用してください。 

・AD およびビブスは、お帰りの際、受付に必ずご返却ください。 

・会場には、WIFI や電源コードのご用意はございません。各自でご用意をお願いいたします。 

・メンバー表は試合開始 50 分前、公式記録は試合終了後、速やかに受付にご用意いたします。 

・審判団・両チームの入場については、整列後、以下の順番で入場予定です（変更となる場合もございます）。 

（1）審判団（2）両チーム選手同時入場 

・コイントスの前に、ベンチ前にてチーム写真撮影を行う予定です。 

・COVID-19 対策のため、ミックスゾーンの設置・対応はなしといたします。ただし、取材エリアを設けま

すので、取材をご希望の場合は、運営担当者までお声がけください。チーム広報担当者へお繋ぎいたしま

す。また、インタビューを実施する際は、必ずマスクの着用と社会的距離を確保したうえで、実施してく

ださい。 

・記者会見の実施はございません。 

・メディア控室の使用時間は、部屋に掲示する貼紙記載の時間までとなります。 

・第一カッターフィールドならびに秋津総合運動公園内は、全面禁煙です。喫煙所は設置いたしません。 

ご理解とご協力のほど、お願いもう上げます。 

・ゴミは、必ず各自でお持ち帰りください。COVID-19 対策のため、ゴミ箱の設置は致しません。 

・取材中の事故や怪我、盗難等については当協会では一切の責任を負いません。 

 

10 COVID-19対策について 

・受付時に検温（体温測定）をいたします。ご協力のほどお願いいたします。 

・検温にて、「37.5 度以上」の方がいた場合は、如何なる理由でも入場をお断りいたします。 

・以下に該当する場合、無理をせず、自主的に来場（参加）を見合わせてください。 

（1） 体調がすぐれない場合（例：発熱、咳、喉の痛み、だるさ、味覚嗅覚の異常など）。 

（2） 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合。 

（3） 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、地域等への渡航ま

たは当該在住者との濃厚接触がある場合。 

・以下に該当する場合は来場いただくことはできません。なお、療養解除となった方については、来場をい

ただいて差し支えありません。ただし、療養解除後も体調がすぐれない場合（発熱、咳、味覚嗅覚の異常

など）は、来場をお控えください。 

（1） COVID-19 陽性判定を受け、入院または自宅や指定された施設などにおいて療養されている方、あ

るいは医師に自宅待機指示を受けている方。 

（2） COVID-19 陽性者との濃厚接触者として、保健所などから健康観察や外出の自粛を要請されている

方。 

（3） 政府から入国後の観察期間を必要とされている方。 
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・握手、肩組みなどの行為は行わないでください。 

・社会的距離（できるだけ 2m、最低 1m）を確保してください。 

・マスクは、必ず着用してください。会場でのマスクの配布はございません。各自でご準備ください。 

・手洗い、手指消毒をこまめに行ってください（手指衛生の励行）。 

※スタジアムでは、トイレや洗面所にペータータオルのご用意はございません。各自、多めにハンカチや

タオルをご準備ください。 

・咳エチケットにご協力ください。 

・唾・痰吐き・うがい等は、飛沫が感染の原因になるため、できる限り行わないよう努めてください。 

・ペン記者の方は、観戦時は、座席から移動することをお控えください。 

・3 密の回避にご協力をお願いいたします（諸室・トイレ等） 

・大会終了後に COVID-19 感染者または濃厚接触者となった場合は速やかに当協会までご報告ください。 

・万一、来場者の感染が確認された場合で、保健当局において、他の来場者が濃厚接触者に該当すると判断

された場合、来場者の連絡先等の情報提供が要請される場合がございます。このような要請があった場合

は、保健当局等に対して必要な情報提供をすることがございます。また、その際、保健所等の指示により、

健康チェックシートの記録を提出することもございます。あらかじめご了承ください。 

・上記の運用については、今後の感染状況等により変更する場合もございます。あらかじめご了承ください。 

 

11 その他・注意事項 

・申請締切日を過ぎての申請は一切受付いたしません。 

・取材をキャンセルされる場合は、できる限り、申請先のメールアドレス宛へご一報ください。 

・報道・スカウティングの撮影は、それぞれ指定された撮影スペースでのみ使用が認められます。 

・撮影した写真・映像（デジタルデータ・音声等を含む）を営利目的や二次利用で使用すること、インター

ネットその他メディアを通じて配信する事は固く禁止いたします。 

※許可なく上記行為を行いますと肖像権の侵害となります。その場合、弊協会は一切の責任を負いません。 

・主催者で確保できる駐車場枠がないため、メディア用の駐車場のご用意はございません。また、施設の駐

車場は同日開催される野球利用者も駐車するため、駐車できる保証はございません。できる限り、周辺の

有料駐車場をご利用ください。 

・その他上記各項目に付随する事項については主催者にて取り決めをいたします。 

 

12 お問い合わせ先 

公益社団法人千葉県サッカー協会 TEL：043-310-4888（平日 10:00~17:00） 

 

以上 


