2018 年 2 月 2 日
コナミオープン 水泳競技大会 実行委員会

報道関係各位

＜取材のご案内＞
トップスイマー と 未 来 に羽 ばたく全 国 のスイマー が 集 結

「第34回 コナミオープン 水泳競技大会」
2月17日（土）・ 18日（ 日） 開 催
拝啓 貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
コナミオープン 水泳競技大会 実行委員会は、来る2月17日（土）～18日（日）の2日間、東京辰巳国際水泳場（東京都江東
区）で「第34回 コナミオープン 水泳競技大会」を開催します。
今年で34回目を迎える本大会は、公益財団法人 日本水泳連盟の公認大会で、小学生から日本代表選手までが同じ舞台
で競うことができる国内有数のオープン水泳大会です。世界水泳（2017/ブタペスト）で活躍した日本代表選手をはじめ、国
内外で活躍するトップスイマーが集結し、全国各地の学校やスポーツクラブ、スイミングスクールで練習を積んで厳しい標準
記録を突破した約1000名の選手たちと熱戦を繰り広げます。また、大会前日の2月16日（金）は、同会場にて公式練習を行
います。（選手は任意参加、時間指定なし）
つきましては、公式練習および本大会に、ぜひとも取材にお越し頂きたくご案内申し上げます。
添付の取材要領をご確認の上、取材にお越し頂く際には、事前に「取材申請書」にご記入の上、FAX にてお送りくださいます
よう宜しくお願い申し上げます。
なお、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番組企画等
の目的での取材に関しては、必ず取材申請時に大会実行委員会 広報事務局（以下、参照）までお問い合わせください。
＜大会概要＞
名称

第34回 コナミオープン 水泳競技大会

場所

東京辰巳国際水泳場（東京都江東区）

日程

2018年2月17日（土）～18日（日）

主催

コナミオープン 水泳競技大会 実行委員会

主管

公益財団法人東京都水泳協会

公認

公益財団法人日本水泳連盟

後援

スポーツ庁、東京都

特別後援

一般財団法人 上月財団

特別協賛

株式会社コナミスポーツクラブ

大会ロゴ

【第 34 回 コナミオープン 水泳競技大会 特設サイト】http://konamiopen.jp/
タイムスケジュール（予定）
２月１６日（金）公式練習日

２月１７日（土）大会１日目

２月１８日（日）大会最終日

■報道受付開始１４：３０

■報道受付開始８：００

■報道受付開始８：００

■練習開始：１４：３０

■予選９：００～

■予選９：００～

■練習終了：１７：３０

■決勝１３：３７～

■決勝１３：３５～

■プレスルームクローズ１９：００

■競技終了１８：５５

■競技終了１７：５０

■プレスルームクローズ２０：３０

■優秀選手表彰：１７：５８
■プレスルームクローズ１９：３０

本大会の報道取材にあたって
「第 34 回 コナミオープン 水泳競技大会」 の開催にあたり、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。取材申請・およびご取材にあたっては、下記要項を必ずご一読の上、ご理解・ご協力頂きま
すよう、お願い申し上げます。
なお、本大会の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
番組企画等の目的での取材に関しては、取材申請時に大会実行委員会 広報事務局（03-3746-4573）までお問い合わせく
ださい。会場内の取材活動におきまして、当日の関係者の指示ならびに下記要項に著しく逸脱した場合には、取材をお断り
する場合もありますので、あらかじめご了承ください。

1．取材事前申請について
申請は全て本案内書に添付された取材・撮影事前申請書による事前申請のみとなります。
取材の申請は 2 月 8 日（木）まで必着で、広報事務局まで FAX にてお送りください。締め切り後の申請や、当日会場での直
接の申請はお受けいたしかねます。
スポーツ報道セクション以外からの申請、申請書類の不備、過去にスポーツ報道実績のない媒体からの取材申請などは、
事前申請を頂いても、取材をお断りする場合がございます。予めご了承ください。
なお、人数調整が必要な場合は広報事務局から連絡いたします。
※取材申請書の受理について、こちらから連絡は致しません。FAX の送信確認は送信者ご本人からお願い致します。

2．取材時の詳細について
（１） 報道受付
報道受付は警備室側入り口にございます。
会場には、毎日必ず報道受付を通って、記帳をされてからご入場ください。

（２） AD カードについて
初回来場時に報道受付にて AD カードをお渡ししますので、名刺を 2 枚ご持参ください。
なお、会場内では AD カードを見える位置に必ずご着用ください。AD カードは期間中自己管理でお願いします。
セキュリティ上、再発行は致しかねますのでご了承ください。

（３） 駐車場について
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ください。

（４） プレスワーキングルームについて
プレスワーキングルームを東京辰巳国際水泳場会議室に設けています。
リザルトスペースは当ルーム内に設置します。
利用可能時間は 17 日（土）8 時～20 時 30 分、18 日（日）8 時～19 時 30 分までとなります。会場全体の閉館に影響が出
ますので、時間厳守でお願いします。（公式練習日は 14 時 30 分～19 時）
諸設備：ＦＡＸ・コピー複合機、無線ＬＡＮ、電源付きデスク
スポーツ報道セクション以外（特に営業や事業セクション）の方のワーキングスペースのご利用は、固くお断り致します。

（５） インタビューについて
1 位～8 位に入賞した選手は競技終了後にミックスゾーンを経てサブプールに戻りますので、取材はミックスゾーンで行
ってください。本大会では、インタビュールームは設けておりませんので、ミックスゾーンでの取材にご協力ください。

（６） その他
プールア リーナ内は土足厳禁です。シューズカバー、サンダル等の上履きをご用意ください。
会場内の選手席位置には立ち入りできません。
喫煙は会場選手入口付近の喫煙所でのみ、お願い致します。
公式練習日の取材については、当日広報スタッフの指示に従ってください。

3．大会期間中の取材についてのお願い
（１）ペン記者の皆様へ
・プールサイド本部席横に記者席をご用意します。
※プールサイド記者席の使用はレース終了時までです。
※プールサイド記者席の指定席設置はありません。
・ミックスゾーンの混雑が予想される場合は、各社立ち入り人数を制限する場合があります。予めご了承ください。
・ミックスゾーンでの取材は、基本的に ENG クルー→ペン記者の順番です。

（２）スチールカメラの皆様へ
・ワーキングルーム内に機材置き場をご用意します。
・撮影場所は２F 客席（スタンド席）、電光掲示板下、プールサイド看板裏の 3 カ所です。
※電光掲示板下以外は三脚使用不可。
・プールサイドでは座った状態で撮影をお願いします。
・2F 客席（スタンド席)からプール全体の俯瞰の撮影を希望される方は報道受付にお申し出ください。
・スポーツ報道目的以外の使用は、必ず広報事務局または報道受付にお問い合わせください。

（３）ENG クルーの皆様へ
・本大会のホスト TV 局は BS 朝日です。
・ワーキングルーム内に機材置き場をご用意します。
・撮影場所は 2F 客席（スタンド席)、電光掲示板下、ミックスゾーンの 3 カ所です。
・カメラ台数は各系列 3 台（民生用デジタルカメラ含む）までに制限させていただきます。
・いずれの撮影位置も、競技開始から終了まで移動できません。
・ミックスゾーンの混雑が予想される場合は各社立ち入り人数を制限する場合があります。予めご了承ください。
・ミックスゾーンでの取材は、基本的に ENG クルー→ペン記者の順番です。
・報道目的以外の使用は、必ず広報事務局または報道受付にお問い合わせください。

4．備考
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ください。
※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することはできません。
詳細は広報事務局までお問い合わせください。

5．報道以外の肖像利用について
「報道以外の利用（商業利用を含む）」とは、「企業や商品の宣伝、出版物の宣伝告知、キャンペーン活動、商品化など、
営利目的で行う活動」及び「報道利用に該当しない媒体・内容」での肖像の利用を指します。
主な「報道以外の利用（商業利用を含む）」は、以下のとおりです。
① 商品・企業等の広告宣伝・広報活動への利用
② 商品への利用
③ 商業的媒体への利用
④ 行政などが行う公共的な目的での利用
⑤ 報道した内容を宣伝・告知する目的での利用
⑥ 「報道利用」に該当しない媒体・内容での利用
（不定期の出版物、報道以外の媒体、ニュース番組以外の番組、定期刊行物の付録での利用等）
⑦ インターネット上での報道利用以外の利用
「報道以外の利用（商業利用を含む）」については、大会への事前申請が必要で、場合によっては利用できないことがあり
ます。あらかじめご承知おき下さい。

＜本件に関するお問い合わせ先＞
コナミオープン 水泳競技大会 実行委員会
広報事務局（株式会社コナミスポーツクラブ広報室内）
TEL：03-3746-4573
FAX：03-5460-1795
大会期間中の問い合わせ先 080-3696-7144（2/16-18 の期間中のみ）

入場ゲート

２階客席に設置します

スチール・ENG エリアを

記者席

スチールカメラエリア

ミックスゾーン

報道エリア図面

～今大会の見どころ～
【次世代を担う、高校生以下の招待選手「ネクストジェネレーション」】
本大会の特色として、今後、活躍が期待される若い選手たちを応援するため、高校生以下のジュニア選手を対象とした招待
選手「ネクストジェネレーション」枠を設けており、日本代表選手をはじめとするトップスイマーとの夢の対決が実現します。
今年は19名のジュニア招待選手が出場します。
【スイマーの聖地、東京・辰巳で全国からのスイマーを待ち受けるのは、国内外で活躍する豪華な顔ぶれ！】
招待選手には、今年1月に行われた東京都新春水泳大会（短水路）で、出場4種目すべてで日本新記録を樹立した池江璃
花子（ルネサンス亀戸）、2017年7月にハンガリーのブタペストで行われた世界水泳選手権の200m個人メドレー銀メダルの
大橋悠依（東洋大学）、同じく200m個人メドレー銀メダルの萩野公介（ブリヂストン）、50m背泳ぎ銀メダルの古賀淳也（第一
三共）、200mバタフライと400m個人メドレー銅メダルの瀬戸大也（ANA）、2017年9月の日本学生選手権100m自由形で優勝
し、代表チーム入りに期待がかかる溝畑樹蘭（コナミスポーツ水泳競技部）ら、31名が揃いました。（＊敬称略）
厳しい参加基準記録をクリアしたスイマーたちが聖地、東京・辰巳に集結。2018年最初の主役の座を勝ち取るのは主な競技と招待選手の出場予定
2 月 17 日（土）※決勝競技開始順
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2 月 18 日（日）※決勝競技開始順
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萩野公介、瀬戸大也、溝畑樹蘭

申込先：コナミオープン 水泳競技大会 実行委員会 広報事務局
FAX:03-5460-1795
第 34 回 コナミオープン 水泳競技大会
取材・撮影事前申請書
申込期限：2 月 8 日（木）

第 34 回 コナミオープン 水泳競技大会 実行委員会 広報事務局 行

2018 年

月

申請会社名
住

〒

所

連絡責任者
電話番号
日

時

FAX 番号
公式練習／2 月 16 日（金）、大会期間／2 月 17 日（土）～18 日（日） 2 日間
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

2／ 16 ・ 17 ・ 18

2

記者・スチールカメラ・ENG

2／ 16 ・ 17 ・ 18

3

記者・スチールカメラ・ENG

2／ 16 ・ 17 ・ 18

4

記者・スチールカメラ・ENG

2／ 16 ・ 17 ・ 18

5

記者・スチールカメラ・ENG

2／ 16 ・ 17 ・ 18

※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
編集長名

掲載媒体
印

掲載内容
競技会会場に入場の際に、名刺 2 枚をお持ちください。
２ ０ １８年２月８日（木）必着

掲載日

日

