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北海道地区第1代表 北信越地区第1代表
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総理大臣杯優勝枠/関東地区第1代表 関西地区第1代表

明治大学 阪南大学

九州地区第3代表 東北地区第1代表

九州共立大学 仙台大学
初出場 16年連続33回目

北海道教育大学岩見沢校 金沢星稜大学
3年連続6回目 21年ぶり2回目

①江戸陸 11:00 ⑧ゼットエー 13:30

9年ぶり28回目 3年連続18回目

②江戸陸 13:30 ⑦ゼットエー 11:00

四国地区第1代表 プレーオフ枠

⑱町田 13:30 ⑳味スタ西 11:00
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法政大学 慶應義塾大学

㉓浦和駒場

関西地区第3代表 12:00 関東地区第4代表

大阪体育大学 順天堂大学

高知大学 四国学院大学
23年連続32回目

⑨町田 11:00 ⑮味フィ西 11:00
初出場

関西学院大学 鹿屋体育大学
4年連続20回目 8年連続20回目

⑪大和 11:00 ⑬夢の島 11:00
プレーオフ枠 東海地区第3代表

4年連続19回目 3年連続21回目

㉑町田 13:00 ㉒NACK5 13:00

関西地区第2代表 九州地区第1代表

九州地区第2代表 関西地区第4代表

日本文理大学 関西大学
13年ぶり3回目 3年ぶり22回目

専修大学 東海学園大学
2年ぶり5回目 2年ぶり3回目

③味フィ西 11:00 ⑥夢の島 13:30

5年ぶり11回目 2年連続38回目

④味フィ西 13:30 ⑤夢の島 11:00

中国地区第1代表 プレーオフ枠

⑰町田 11:00 ⑲浦安 11:00

東海地区第1代表 東海地区第2代表

静岡産業大学 中京大学

関東地区第3代表 関東地区第2代表

日本体育大学 筑波大学
35年ぶり7回目 3年ぶり35回目

IPU・環太平洋大学 札幌大学
4年連続4回目

⑩大和 13:30 ⑭夢の島 13:30
6年連続41回目



2016 年 11 月 22 日 

報道関係各位 

平成 28 年度第 65 回全日本大学サッカー選手権大会 

取 材 要 項 

【大会日程】 

【1回戦】12月7日(水) 11:00/13:30 

於：ゼットエーオリプリスタジアム、味の素フィールド西が丘、江東区夢の島競技場、江戸川区陸上競技場 

【2回戦】12月10日(土) 11:00/13:30 

於：味の素フィールド西が丘、江東区夢の島競技場、町田市立陸上競技場、大和スポーツセンター競技場 

【準々決勝】12月12日(月) 

於：町田市立陸上競技場 11:00/13:30、於：味の素スタジアム西競技場 11:00、於：浦安市運動公園陸上競

技場 11:00 

【準決勝】12月15日(木)13:00 於：NACK5スタジアム大宮、町田市立陸上競技場 

【決勝】 12月18日(日)12:00 於：浦和駒場スタジアム 

 本大会の開催にあたり、報道関係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。 

 

 なお、競技場によっては取材・撮影スペース、ならびに使用時間が限られており、充分なメディアサ

ービスをご提供できない場合もございますが、あらかじめご容赦いただけますようお願いいたします。

 

 本大会の取材はスポーツ報道を対象としており、本大会での選手の肖像権は本連盟で管理しておりま

す。スポーツ報道以外の目的で取材（商業目的や写真等の無断での 2 次利用）は原則としてお断りして

おりますので、ご注意ください。 

 本大会に取材申請された場合、本取材要項のすべてに同意したものとみなします。（一財）全日本大

学サッカー連盟の許可無くスポーツ報道以外の目的で写真を使用した場合、取材要項に著しく反した取

材活動をされた場合、スタッフの指示に従っていただけない場合は、当該者および当該利用を許容した

事業者に対し、今後本連盟主催・主管大会や試合への入場をお断り、あるいは制限させていただくこと

もありますので、予めご承知おきください。 

 

 なお、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のみに使用させていただきます。

【取材申請書送付先、ならびにお問合せ先】 

一般財団法人 全日本大学サッカー連盟 広報部 

〒113-0033 東京都文京区本郷3-10-15 JFA ハウス7 階 

Tel:03-3830-1850  Fax:03-3830-1851  Mail:pr@jufa.jp 



■取材の申込みについて 

 

当日、試合会場での申請も可能ですが、受付が大変混み合うため、できる限り事前申請をお願いいたし

ます。試合日の、前日18時までに取材申請をされた方は、すべての会場にリストをご用意させていただき

ます。18時を超えてご申請の場合、翌日の試合の取材者リストに反映されず、当日のご申請となる場合が

ございます。また当日の受付は、事前申請された方を優先させていただくこともありますのでご了承くだ

さい。申請方法については、ご所属するカテゴリーによって違いますので、下記をご確認ください。 

なお、取材人数は１媒体につき、ペン、フォト、ENGすべてを含めて１会場４名までとさせていただき

ます（申請人数の総数に規定はありません）。何らかの理由で４名を超える人数での取材を希望する場

合は、必ず当連盟まで試合の２日前までにご連絡ください。事前のご連絡なく４名を超える取材者がい

らした場合は、取材をお断りする場合もございます。 

 

1.通信社、新聞社、テレビ局、ラジオ局、雑誌等、媒体各社の方（ペン、フォト、ENG） 

1. 別添いたしました「プレス用取材申請書」に媒体名、番組名、ご連絡先をご記入ください。掲載

日、ならびに放送日等が決まっている場合は、そちらもご記入をお願いいたします。なお、各社

から業務委託を受けて取材されているフリーランスの方は、以下の「3」ならびに「4」を参考に

して申請をお願いいたします。撮影はフォト、ENGともにゴール裏からのみになります。スタン

ドなど、その他の場所から撮影をご希望の場合は、必ず試合の１週間前までに当連盟までご相

談ください。また会場によっては、必ずしもご希望に沿えない場合もあります。 

※媒体各社の方の当日申請は、社名、媒体名の入ったお名刺を頂戴する形でもけっこうです。 

 

2.日本外国特派員協会、フォーリンプレスセンター（FPC）および日本在住特派員の方 

  上記団体に加盟されている社を発表媒体とされている方は、それぞれの団体を通じて「プレス用取材

申請書」にご記入、お申し込みをお願いいたします。 

 

3.Jリーグ登録フリーランス、日本スポーツプレス協会会員の方（AIPS含む） 

  別添いたしました「プレス用取材申請書」にお名前、住所、ご連絡先（電話番号、メールアドレス）

と、登録番号（会員番号）をご記入ください。媒体名は無記入でけっこうです。 

   ※当日申請の場合は、Jリーグ登録フリーランスカード、またはAJPS（AIPS）会員証をご提示いた

だいたうえ、会員番号を控えさせていただきます（両方お持ちの方はどちらかの番号でけっこ

うです）。ご了承ください。 

 

4.フリーランスのライター、カメラマンの方 

  所属している会社、団体、グループに関係なく個人単位で、添付の「プレス用取材申請書」に必要事

項（媒体名、媒体編集担当者のお名前は必ず）ご記入のうえお申し込みください。現時点で掲載媒体

の予定がない方につきましては、これまで記事や写真などを提供している主な媒体をご記入ください。

なお、媒体名・媒体編集担当者名のない申請はお断りする場合がございます。媒体発表の予定がな

く、チームや大学に記事、写真などを提供することを目的として取材活動をされる方は、「6」を参

考にして申請をお願いいたします。 

  



 

5.学生新聞の方 

  別添「プレス用取材申請書」の「申請者氏名」に取材現場での責任者名を、「担当編集者」部の代表

者のお名前をご記入ください。住所に関しては「部室（大学）」の所在地をお願いいたします。 

 

6.出場大学・チーム関係者、ならびにオフィシャルプレス（フォトグラファー、ペン）の方 

     ▽出場各大学に事前に配布いたしました資料、『全日本大学サッカー連盟 映像撮影／配信について

《参加大学チーム用》』をご覧いただき、取材・撮影の申請をお願いいたします。 

  ▽取材申請書は「プレス用申請書」ではなく「チーム関係者用取材申請書」にご記入ください。 

▽スカウティングビデオについては事前申請不要です。当日、受付にてお名前をご記入のうえ、定め

られた撮影場所にて撮影をお願いいたします。 

  ▽大学のオフィシャル媒体（大学広報誌、プロモーションビデオ、卒業アルバム等）の方 

   「プレス用取材申請書」に必要事項と「内容」をご記入のうえ、お申し込みください。撮影にあた

っては、ほかのプレスの方と同じルールをお守りください。ゴール裏以外の場所での撮影や、フォ

トビブス・プレスカードを着けた状態でロッカールームやスタンド、ベンチからの撮影はご遠慮く

ださい。 

  

7.スポーツ報道目的以外のご取材について 

   当連盟にご連絡のうえ、企画書をお送りください。企画内容によっては取材をお断りする場合もご

ざいますが、あらかじめご了承ください。 

 

8.研究、学習を目的とした取材について 

   大学の研究、またはメディア・カメラマンの専門学校の学生、ライター・カメラマンを目指す方の

取材については、別途ご相談のうえお受けさせていただきます。該当する方は、取材申請書による

お申し込みではなく、当連盟に電話、メールなどでご連絡ください。 

  



■試合当日の取材について 
・ 会場内ではプレス受付でお渡しした AD、フォトグラファービブス、ENG ビブスを必ず着用してください。ピ

ッチ、記者席以外のスタンドでも着用をお願いいたします。また、お帰りの際にはプレス受付までご返却くだ

さい。 

・ 試合中、試合前後を問わず、ピッチ内には決して入らないでください。 

・ 運営本部への無断の立ち入りは禁止です。何かあるときは、入り口にてスタッフにお声がけください。 

・ ピッチレベル、プレス控え室、記者席は禁煙です。喫煙は所定の喫煙スペースでお願いいたします。会場によっ

ては喫煙スペースのない場合もございますが、ご了承ください。また、ゴミ等は必ず責任を持ってお持ち帰りく

ださい。 

・ 取材、撮影は節度のある服装でお願いいたします。革靴、ヒールのある靴でピッチレベル（人工芝、トラック部

分など）には入らないでください。 

・ 報道控室のご使用は試合終了後、１時間程度とさせていただきます。会場の都合上、時間を超えた場合には御

退場いただく場合もございますのでご了承ください。 

・ 会場内での事故・怪我、盗難等について、当連盟ではいっさいの責任を負わないものといたします。貴重品等

は身につけ、ボール等にも十分ご注意ください。 

・ 取材活動を行う際には、必ず広報スタッフ・運営スタッフの指示にしたがってください。当日の状況によ

り、取材活動可能エリアが変更となる場合もございますが、ご了承ください。なお、スタッフの指示に従

えない場合は、その場で取材活動を停止していただくこともございます。 

 

■記者の皆様へ 
・ 試合中は記者席でご取材ください。机、席は譲り合ってお使いいただきますようお願いいたします。 

・ 「江東区夢の島競技場」「大和スポーツセンター競技場」では報道控室がご用意できません。ご了承ください。 

・ 『味の素フィールド西が丘』のミックスゾーンは、関係者用ロビーと廊下のみになります。施設側より、危険な

ので駐車場で取材を行わないよう注意を受けておりますので、施設外での取材活動についてはお控えいただきま

すよう、お願いいたします。また、廊下部分でご取材の場合は、選手・関係者の通行の邪魔にならないようご配

慮をお願いいたします。 

・ 試合前の選手取材はご遠慮ください。選手インタビューは試合後のみお願い致します。 

 

■フォトグラファー・ENGの皆様へ 

・ 今大会で撮影された写真・映像の使用は、報道目的のみについて許可しております。申請時の媒体以外で

の写真の利用、報道目的以外の使用につきましては、事前に当連盟にご相談・申請をお願いいたします。

なお、申請は撮影した写真を管理する部門（制作会社・写真部・編集部）よりお願いいたします。本取材

で撮影した写真や映像を個人の Twitter、Faceboook、Instagram、Blog、YouTube 等の SNS に掲載すること

はご遠慮ください。ただし媒体アカウントや、チームの許可を受けているものについてはこの限りではありま

せん。 

・ 撮影位置は原則ゴール裏、ゴールライン 3 メートル以上後方からになります。またゴールエリア後方は撮影禁

止エリアとなります。（スチール、ENG ともに）。試合前の集合写真、入場シーンについてはピッチレベルに入

場可能な会場のみ撮影できます（スチール、ENG ともに）。撮影場所の詳細については、別紙をご覧ください。 

ENG の持ち込みは最大 2 台までといたします。 

・ 当連盟の許可なくゴール裏以外からの撮影はできません。ゴール裏以外の場所（スタンド、ロッカールームな

ど）での撮影を希望される場合は、必ず試合の１週間前までに本連盟にご相談ください。 

・ 試合前の集合写真の撮影は、向かって右側のベンチのチームから行ってください。また、エスコートキッズと



入場する場合もございますので、撮影の際にはスタッフの指示に従ってください。 

・ ハーフタイムを除き、試合中の移動はご遠慮ください。 

・ 試合中フォトグラファーは着席し、一脚での撮影をお願い致します。フォトグラファーの三脚、脚立を使用し

た撮影はご遠慮ください。 

・ 試合中のフラッシュを使用した撮影は禁止いたします。集合写真、表彰時の使用は可能です。 

・ ENG の方の脚立等を使用した撮影は禁止いたします（三脚は使用可能です）。また、カメラ撮影以外のスタッ

フの方は、試合中に立ったまま作業をしないでください。 

・ 試合後に ENG の方が選手・スタッフを撮影する場合は原則としてアドボード前でお願い致します。 

・ 中継局以外の、試合映像の生中継、ライブ配信（SNS、インターネット配信含む）は禁止いたします。 

・ 今大会で撮影した試合映像の使用尺が 2次使用含め 3分以上となる場合は必ず本連盟までお問い合わせ下さい。 

 

■駐車場のご利用について 
  誠に申し訳ございませんが、今大会でのプレス用の駐車場の用意はございません。公共交通機関をご利用いただ

くか、近隣の有料駐車場をご利用くださいますよう、お願いいたします。 

 

■過去の大会写真について 

  過去の大会での写真（選手のプレー写真含む）をご希望の方は、当連盟にてご提供が可能な場合がござい

ますので、別途詳細についてご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の取材で記事が掲載された雑誌等は、お手数ですが、下記住所までご郵送ください。 

 

〒113－0033 東京都文京区本郷 3－10－15 JFA ハウス７F 

一般財団法人 全日本大学サッカー連盟 宛 

大会日程等の詳細は、以下の全日本大学サッカー連盟公式サイトよりご確認ください。取材申請書の

ダウンロードやオンライン申請も可能です。 

http://www.jufa.jp/ 

オンライン取材申請フォーム https://goo.gl/vnoiKE 



※必要事項をご記入のうえ、ご返信ください。
一般財団法人　全日本大学サッカー連盟　広報担当　宛

申請者氏名 電話番号

会社／媒体名 携帯番号

所属カテゴリー

AJPS(AIPS）、
Jリーグ登録
フリーランス番
号

E-mail または
FAX番号

住所

■当日の取材者全員の氏名（ペン、スチール、ENGのいずれかにチェックを入れてください。複数可）

　　　ペン
　　　スチール
　　　ENG

　　　ペン
　　　スチール
　　　ENG

　　　ペン
　　　スチール
　　　ENG

　　　ペン
　　　スチール
　　　ENG

　　　ペン
　　　スチール
　　　ENG

　　　ペン
　　　スチール
　　　ENG

　　　ペン
　　　スチール
　　　ENG

　　　ペン
　　　スチール
　　　ENG

　※欄が足りない場合は申請書をコピーしてご利用ください。ただし、取材は１会場、１媒体につき４名までとなります。

■取材目的（取材内容を掲載する媒体の名称、URL等、できるだけ詳しく記載してください）

主な掲載媒体
主な掲載媒体
の出版社名

URL等
（ネット媒体）

担当編集者名 担当者連絡先

内容ほか

FAX：03-3830-1851　Mail： pr@jufa.jp

平成28年度第65回全日本大学サッカー選手権大会
プレス用取材申請書【大会共通】

　　新聞・通信　　　　テレビ・ラジオ　　　　　日本外国報道協会　　　　雑誌

　　学生新聞　　　　　インターネット媒体　　　フリーランス　　　　　　その他

AJPS(AIPS)　　     Jリーグ登録フリー

〒

※今後、上記メールアドレスに関東大学サッカー連盟からのプレスリリース
を送付してもよろしいですか？ 　　はい　　 いいえ　 　送付済

※今後、上記メールアドレスに全日本大学サッカー連盟からのプレスリリー
スを送付してもよろしいですか？ 　　はい　　 いいえ　 　送付済

　所属カテゴリーで、「インターネット媒体」「フリーランス」「その他」にチェックを入れた方は、以下の欄にもご記入く
ださい（AJPS(AIPS）、Jリーグ登録フリーランスの方はけっこうです）

TEL

この取材申請書をもちまして、本大会の取材要項に同意されたものとみなします。



1． 名 称

2． 主 催

3． 主 管

4． 協 賛

5． 後 援

6． 協 力

7． 会 場

8． 日 程 プレーオフ 2016年 11月  6日（日） 13:00KO、11月13日（日）13:30KO、11月19日（土）12:00KO　　

1回戦 2016年 12月  7日（水） 第1試合 11:00KO、第2試合 13:30KO

2回戦 2016年 12月10日（土） 第1試合 11:00KO、第2試合 13:30KO

準々決勝 2016年 12月12日（月） 第1試合 11:00KO、第2試合 13:30KO

※味の素スタジアム西競技場・浦安市運動公園陸上競技場は各1試合開催　11:00KO

準決勝 2016年 12月15日（木）　13:00KO

決勝 2016年 12月18日（日）　12:00KO

9． 入 場 料

※（　）内は前売料金

※決勝について

10． 資 格

(1)

(2)

(3)

(4)

11． 参 加 チ ー ム の 選 出 (1)

⑩プレーオフ　3チーム（北海道vs東北の勝者、関東vs北信越の勝者、中国vs四国の勝者）

⑪総理大臣杯優勝チーム　1チーム

(2) 各地域大学サッカー連盟は、当該地域大学サッカーリーグの順位に従って参加チームを決定する。

12． 試 合 方 法 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

13． 表 彰 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

14． 問 い 合 わ せ 一般財団法人全日本大学サッカー連盟

〒113-0033 東京都文京区本郷3-10-15 JFAハウス7F TEL：03-3830-1850　　FAX：03-3830-1851　MAIL：info@jufa.jp

優勝、準優勝、第3位(2チーム)のチームに日刊スポーツ新聞社寄贈の楯を授与する。

フェアプレー賞受賞チームには、（公財）日本サッカー協会より表彰状並びに副賞を授与する。

最優秀選手、各ポジション優秀選手を選出し、表彰する。

試合中主審により退場を命じられた選手は本大会の次の1試合に出場することができない。
本大会のその後の処置については、本大会規律・フェアプレー委員会【別に定める】において決定する。
本大会後の処置については、（公財）日本サッカー協会において決定する。
また、本大会とそれに繋がる各地域予選大会は懲罰規定上の同一競技会とみなし、各地域予選終了時点での退場・退席による未消化の出場停止処分は本大会において
順次消化する。

各試合を通じて主審より警告を2回受けた選手は、次の1試合に出場することができない。

優勝校には優勝杯を授与し、次回まで保守せしめる。

優勝、準優勝、第3位(2チーム)のチームに表彰状並びにメダル〔33個〕を授与する。

優勝、準優勝、第3位(2チーム)のチームに朝日新聞社寄贈の楯を授与する。

優勝、準優勝、第3位(2チーム)のチームに(株)テレビ朝日寄贈のトロフィーを授与する。

前項より選出された24チームをトーナメント方式により優勝以下第3位までを決定する。尚、第3位決定戦は行わず2チームを第3位とする。

プレーオフ～決勝
試合時間は90分間とする。90分を終了して勝敗が決定しない場合は前半15分・後半15分の延長戦を行う。
それでも決しない場合にはペナルティキック方式により勝敗・優勝校を決定する。
尚、後半開始時刻は前半終了時から15分後とする。
※プレーオフについては、両地域該当する順位のチーム同士にて必ず行う。

試合の競技規則は当該年度（公財）日本サッカー協会規定の競技規則による。
但し、交代に関しては、競技開始前に登録した最大9名の交代要員の中から3名まで交代が認められる。
尚、延長戦に突入した場合追加で２枠の交代枠が与えられる。

⑦中国　   1チーム ⑧四国　    1チーム ⑨九州　3チーム

①北海道　1チーム ②東北　    1チーム ③関東　5チーム

④東海　   3チーム ⑤北信越　 1チーム ⑥関西　4チーム

本大会は下記地域大学サッカー連盟より選出された24チームによって行う。

一般　1,000円（800円）

チケットぴあ、コンビニエンスストアで購入の場合、手数料108円かかる。

電話・インターネットで購入の場合、上記手数料に加えシステム利用料が別途かかる。

※プレーオフは無料入場とする。

※高校生以下については１回戦～準決勝まで学生証の提示により無料(決勝戦の入場に関しては別途定める)。

埼玉県在住または埼玉県内に通学・通勤をしている方は無料とする
（当日チケット売り場にて条件を証明できるものを提示にて招待券と引換えが可能）

(公財)日本サッカー協会並びに(一財)全日本大学サッカー連盟に登録されている単独の大学の学生で構成されたチームであり、次の資格を有する者に限る。

当該年度(公財)日本サッカー協会並びに(一財)全日本大学サッカー連盟に登録手続きを完了し､会費納入済のチームに限る。

チームを構成する選手の中に外国籍を有する選手を含む場合、大会エントリー30名中5名以内とし、試合エントリー・常時出場とも5名以内とする。((公財)日本サッカー協会
が定める準加盟チームはこの限りではない。)

参加する選手は（公財）日本サッカー協会並びに（一財）全日本大学サッカー連盟に登録済みの者に限る。また、（公財）日本サッカー協会選手証を携行しなければならない。 

参加資格に疑義のある場合は、(一財)全日本大学サッカー連盟が(公財)日本サッカー協会と協議し、決定する。

《本戦》
浦和駒場スタジアム、NACK5スタジアム大宮、町田市立陸上競技場、味の素スタジアム西競技場、浦安市運動公園陸上競技場
味の素フィールド西が丘、江東区夢の島競技場、大和スポーツセンター競技場、江戸川区陸上競技場、ゼットエーオリプリスタジアム
《プレーオフ》
札幌サッカーアミューズメントパーク内 東雁来公園サッカー場(西)（11/6（日）北海道vs東北）
四国学院大学サッカー場（11/13（日）四国vs中国）
長野県松本平広域公園総合球技場（11/19（土）北信越vs関東）

平成28年度 第65回全日本大学サッカー選手権大会

開催要項

平成28年度　第65回全日本大学サッカー選手権大会

公益財団法人日本サッカー協会　　一般財団法人全日本大学サッカー連盟

一般財団法人関東大学サッカー連盟　　北海道学生サッカー連盟　　北信越大学サッカー連盟　　四国大学サッカー連盟

株式会社ミカサ　　キリンビバレッジ株式会社　　ミズノ株式会社　

朝日新聞社　　　　株式会社テレビ朝日　　　　日刊スポーツ新聞社　　　市原市教育委員会　　　

さいたま市浦和区　　さいたまスポーツコミッション


	Copied Bookmark
	2016_インカレ取材要項
	2016_インカレプレス申請書


