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MCC スポーツ presents
2021 年度 第 70 回 全日本大学サッカー選手権大会

取材要項
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。
本大会につきましては、新型コロナウイルス感染の予防及び対策として、一部会場の試合を無観客で行い
ます。また会場にいらっしゃる関係者の皆様にも、事前申請、会場での検温、問診票の提出等感染予防にご
協力いただきます。詳細には別紙「メディア取材ガイドライン」に記載しておりますが、これらを遵守して
いただけない場合は取材をお断りし、会場内から退出していただくことがございます。何卒ご了承ください。
本大会の取材はスポーツ報道を対象としており、選手の肖像権は本連盟で管理しております。スポーツ報
道以外の目的での取材（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いたします。また本大
会の取材は、原則として試合、出場チーム、出場選手・スタッフを対象としています。本大会とは関わりの
ない取材、ゲストやお客様の撮影を主目的とした取材申請は受け付けておりません。
本大会に取材申請された場合、本取材要項ならびに「メディア取材ガイドライン」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・映像を使用
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。
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、ならびに本連盟主催・主管大会の連絡事項
にのみに使用させていただきます。

【大会日程】


※対戦カードについては、別途トーナメント表をご参照ください。

1回戦……12/08（水） 会場：相模原ギオンスタジアム／前橋総合運動公園群馬電工陸上競技・
サッカー場／埼玉スタジアム2002 第2グラウンド／
中台運動公園陸上競技場／浦安市運動公園陸上競技場



2回戦……12/11（土） 会場：県立保土ヶ谷公園サッカー場／韮崎中央公園陸上競技場
前橋総合運動公園群馬電工陸上競技・サッカー場／
江東区夢の島競技場／浦安市運動公園陸上競技場



3回戦……12/14（火） 会場：相模原ギオンスタジアム／前橋総合運動公園群馬電工陸上競技・
サッカー場／AGFフィールド／浦安市運動公園陸上競技場



準決勝……12/18（土） 会場：NACK5スタジアム大宮



決

勝……12/25（土） 会場：NACK5スタジアム大宮

■取材の申込みについて


新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、ご取材いただくメディアの皆様の事前に把握させて
いただきます。そのため、すべての取材を【事前申請制】とさせていただきます。取材申請は試合日・
会場ごとに必要です。



当日申請での取材はいっさいできません。直接会場にいらしても、お帰りいただくことになりますの
でご注意ください。また、取材申請の締め切りは必ずお守りください。



取材申請は以下の【オンラインフォーム】でのみ受け付けます。FAX、メール、電話ではお受けしませ
んのでご注意ください。



事前に問診票へのご記入をお願いいたします。取材日2週間前からチェックがございます。当日、受付
で問診票をご提出いただけない場合や不正が発覚した場合は、取材をお断りいたします。



体調確認のため、受付にて検温を実施いたします。また会場内での【不織布マスク】の着用、受付時
の手指消毒を必須とさせていただきます。詳細は「メディア取材ガイドライン」をご参照ください。
「メディア取材ガイドライン」の要件を満たせない方は、取材をお断りさせていただきます。

■取材申請オンラインフォーム

（ご取材申請について）

https://www.jufa.jp/news/news.php?kn=1180
■取材人数


取材人数は１媒体につき、１会場２名までとさせていただきます。



1媒体につき2名様までご来場いただけますが、ゴール裏が密とならないように、各媒体フォト・ENGは
1名までとさせていただきます。なお、学生新聞につきましては、これまでどおりフォト2名での申請
が可能です。また特別な事情がありフォト・ENG2名での申請を必要とされる媒体につきましては、別
途メールにてご相談ください。



フォトグラファー・ENG申請の方でも、お申込み時に「ミックスゾーンを希望する」とすれば試合後の
取材は可能です。

ご申請者が上限に達した場合の優先順位は以下のとおりです。
1. 通信社
2. 新聞（一般、スポーツ紙）
3. テレビ・ラジオ局（クルー）

※運動記者クラブ加盟社
※スポーツニュース協会加盟社

4. 学生新聞
5. サッカー専門媒体（雑誌、Web媒体）

※掲載日確定媒体から優先

6. フリーランス（専門媒体掲載予定のみ。AJPS/AIPS・Jリーグ登録フリーランスの方から
優先といたします）
7. フォトエージェンシー（※会社概要を掲載したHPのURLご記入を必須とします）
8. 雑誌、Web媒体、その他媒体

※専門媒体以外。掲載日確定媒体から優先

9. テレビ局・ラジオ局（クルー外またはスポーツニュース協会未加盟社）

10. フリーランス

※専門媒体以外。掲載媒体のない方はお受けしません。

11. その他
※感染拡大予防の観点から、会場入りする人数を制限しております。何卒ご理解のほどお願いいたします。

■申請の締め切りについて

試合日程

申請締め切り

1回戦（12/08）

……

12月06日（月）18:00

2回戦（12/11）

……

12月09日（木）18:00

3回戦（12/14）

……

12月12日（日）18:00

準決勝（12/18）

……

12月16日（木）18:00

決

……

12月23日（木）18:00

勝（12/25）

締め切り後の取材申請は一切できません。すべてお断りいたします。

■ご取材可否のメールについて
申請締め切り日時より、24時間以内にご取材可否のメールをお送りいたします。
上記の期間にご取材可否のメールが届いていない場合は、ご申請が完了していない場合がございます。念の
ため、迷惑メールフォルダをご確認いただき、そちらにも見当たらない場合は、

pr@jufa.jp

までメールに

てご連絡ください。
またご申請フォーム送信後、すぐにご申請内容を記したメール（コピーメール）をお送りいたしますが、こ
れはご取材可否のメールではございませんのでご注意ください。こちらのメールでは、ご申請内容に間違いが
ないかどうか、必ずご確認をお願いいたします。コピーメールが届かない場合は、申請が完了していないか、
ご申請のメールアドレスが間違っている場合がございます。

■取材者の変更
ご申請内容に変更がある場合は、以下をご確認のうえ（一財）全日本大学サッカー連盟広報部までメー
ル（pr@jufa.jp）にて、変更される方の情報をご連絡ください。


取材申請締め切り日を超えての変更は受け付けられません。



取材者を変更される場合は、変更後の取材者の「お名前」「メールアドレス」「携帯番号」をメ
ールにてお知らせください。



新しく取材を申請された方も、問診票の提出をお願いいたします。

■取材者のキャンセル


体調不良等で取材をキャンセルする場合は、（一財）全日本大学サッカー連盟広報部までメール
（pr@jufa.jp）でお知らせください。キャンセルは試合日当日でもけっこうです。



体調不良の場合は、どんな状況であってもご来場をおやめください。



取材をキャンセルすることによる弊連盟からのペナルティーは一切ございません。



■申請カテゴリーについて
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）
通信社以外の方は、媒体名、または番組名を必ずご記入ください。代表者だけではなく、その試合を取材
する全員の申請をお願いいたします。掲載日、ならびに放送日等が決まっている場合は、備考欄にご記入
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」」
でご申請をお願いいたします。
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お申し込みをお願い
いたします。
3.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、お申し込みください。フリーランスの方は媒
体名、媒体編集担当者のお名前のご記入は必須です。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
ない申請はお断りいたします。
4.学生新聞の方
代表者（責任者）だけではなく、取材する全員が、試合ごとに取材申請をお願いいたします。住所に関し
ては「部室（大学）」の所在地でもけっこうですが、連絡先（携帯電話番号）は必ず個人のものをお願い
いたします。また大学側で部活動を禁止、あるいは移動・活動制限されている場合は取材をご遠慮くださ
い。原則として、取材・撮影ができるのは学生新聞が所属する大学チームの試合のみとなります。他大学
の取材を希望する場合は、別途ご相談ください。
5.フォトエージェンシーの方
会社情報・会社概要を記載したホームページURLのご記入をお願いいたします。SNSでの写真掲載は原則と
してお断りしておりますので、SNS以外でお願いいたします。会社としての業務実績がなく、個人業務とし
て撮影を行っている場合は、『3』のフリーランスでお申し込みをお願いいたします。また、お申し込み多
数の場合は、スポーツ・サッカーを中心とするスポーツフォトエージェンシー様から優先いたします。
6.出場大学・チーム関係者、ならびにチーム・大学オフィシャルメディアの方
▽チーム関係者（マネージャー、外部委託のオフィシャルカメラマン等）は、プレス・メディアとしての
取材申請はできません。詳細は学生幹事を通じて広報部までお問い合わせください。

▽今大会は、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）の方につ
いては、入場人数を制限している関係で、原則として取材・撮影をお受けできません。連盟から写真の
提供が可能な場合もございますので、別途ご相談ください。
▽大学・チームが保有・管理している媒体（公式サイト、YouTubeなど外部動画サイト、公式SNSなど）で
試合映像の配信を希望される場合は、（一財）全日本大学サッカー連盟まで申請が必要です。1試合3分
以内の映像に限り、事前申請不要で試合後の配信が可能ですが、いかなる場合であっても試合中のライ
ブ配信はできません（試合中に公式SNSなどでゴール映像を配信することはできません）。
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。ご了承ください。

■駐車場のご利用について


本大会は全会場において、報道関係者用駐車場のご用意はありません。



ただし以下の会場については、会場敷地内などに一般用の駐車場がございます。駐車台数が少ない、また有料
などの場合もございますが、興味のある方は各会場の公式サイトにてご確認ください。なお、これらの駐車場
は、弊連盟が確保をお約束するものではありません。
■（公園）敷地内に一般駐車場がある会場

※すべて他施設と共有利用

相模原ギオンスタジアム／前橋総合運動公園群馬電工陸上競技・サッカー場／埼玉スタジアム 2002
第 2 グラウンド／中台運動公園陸上競技場／浦安市運動公園陸上競技場／韮崎中央公園陸上競技場／江
東区夢の島競技場（※有料・全施設共有・75 台）
■敷地内に一般駐車場がない、または利用できない会場

※公共交通機関をご利用ください。

県立保土ヶ谷公園サッカー場／AGF フィールド／NACK5 スタジアム大宮



いずれの場合も、会場付近での無断駐車、不法駐車は絶対におやめください。見つけ次第、係員がお声がけ
させていただきます。また係員の指示に従っていただけない場合はしかるべき手段をとらせていただきま
す。

■過去の大会写真について
大会の写真（集合写真、選手のプレー写真等）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。過去大会の写真の貸し出しも可能です。

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。問診票のダウ
ンロードや取材要項、メディア取材ガイドラインもダンロードできます。

https://www.jufa.jp/
オンライン取材申請フォーム
https://www.jufa.jp/news/news.php?kn=1180

【掲載誌送付先、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
Mail:pr@jufa.jp
※リモートワーク中につきお問い合わせはメールでお願いいたします。

2021年11月17日
2021年12月10日改訂
一般財団法人全日本大学サッカー連盟

『MCC スポーツ presents 2021 年度
第 70 回 全日本大学サッカー選手権大会』
メディア取材ガイドライン
■取材申請をする前に
以下のような症状や状況がある場合は、来場をお控えください。


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



過去一ヶ月以内に海外への渡航歴がある場合

「無理な来場は、勇気をもち、見合わせる」ことの徹底をお願いいたします。

■取材申請について


今大会は、新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から、すべての試合の取材は事前申請制といたします。
当日申請は受け付けません。また取材申請はオンラインフォーム（URL・締め切りは最後部に記載）でのみ
受け付けます。



感染拡大防止のため、会場全体に入場制限をもうけています。そのため【1 会場につき 1 社（1 媒体）2 名様】
のみのご取材となります。1 媒体につき 2 名様までご来場いただけますが、ゴール裏が密とならないよう、各
媒体フォト・ENG は 1 名までとさせていただきます。なお、学生新聞につきましては、これまでどおりフォト
2 名での申請が可能です。また特別な事情がありフォト・ENG2 名での申請を必要とされる媒体につきまして
は、別途メールにてご相談ください




新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、当日内における複数会場の移動はお断りいたします。
ご申請内容の変更は、申請締め切り内であれば可能です。ご変更は【メールでのみ】お受けいたします。申
請フォームでは一切お受けいたしません。



ご来場者を変更される場合は、変更される方の「お名前」
「メールアドレス」
「携帯番号」
（申請済で変更があ
れば）
「車種・車番」をあわせてメールにてお知らせください。



同社・同媒体内の方であっても、締め切りをすぎてから、または試合日当日の来場者変更はできません。



キャンセルはいつでもお受けいたします。またキャンセルによるペナルティーはございません。

新型コロナウイルス感染状況によっては、本大会の中止または延期、本大会におけるご取材の
中止などが、緊急的に行われる場合もございます。ご了承のうえ、お申込みください。

■メディア受付開始時間について
第 1 試合キックオフ 40 分前～
※40 分より前にご来場いただいても、会場にはお入りいただけません。

■駐車場について


本大会は全会場において、報道関係者用駐車場のご用意はありません。



ただし以下の会場については、会場敷地内などに一般用の駐車場がございます。駐車台数が少ない、また有料
などの場合もございますが、興味のある方は各会場の公式サイトにてご確認ください。なお、これらの駐車場
は、弊連盟が確保をお約束するものではありません。
■（公園）敷地内に一般駐車場がある会場

※すべて他施設と共有利用

相模原ギオンスタジアム／前橋総合運動公園群馬電工陸上競技・サッカー場／埼玉スタジアム 2002
第 2 グラウンド／中台運動公園陸上競技場／浦安市運動公園陸上競技場／韮崎中央公園陸上競技場／江
東区夢の島競技場（※有料・全施設共有・75 台）
■敷地内に一般駐車場がない、または利用できない会場

※公共交通機関をご利用ください。

県立保土ヶ谷公園サッカー場／AGF フィールド／NACK5 スタジアム大宮



いずれの場合も、会場付近での無断駐車、不法駐車は絶対におやめください。見つけ次第、係員がお声がけ
させていただきます。また係員の指示に従っていただけない場合はしかるべき手段をとらせていただきま
す。

■会場内での対応について
【受付時のお願い】


受付をされる前に、必ず手指消毒をお願いいたします。



受付時に検温を実施いたします。体温が 37.5 度以上の場合はご入場できません。



事前にお送りした問診票に必要事項を記入し、受付にてご提出ください。問診票は全日本大学サッカー連盟公
式サイトからもダウンロード可能です。なお以下の場合はご入場をお断りいたします。


問診票を持参していない



問診票の内容に不備（未記入部分）がある



問診票の数値記載部分に「ゝ」「〃」
「々」などの反復・繰り返し記号を利用している



1 週間以上、継続して同じ体温となっている（または起床時・就寝時がずっと同じ体温）
※不正の可能性大と判断する可能性があり、確認をさせていただきます。



受付で問診票を記入する



ご署名がない



他の大会や別団体フォーマットの問診票の提出



問診票に明らかな不正がある



2 週間以内に 37.5℃以上発熱している日がある

※ただし新型コロナウイルスワクチン接種による影響が確認できる場合は、接種証明を確認させ
ていただければご入場いただけます。詳細は別紙『【メディア・スカウト】ワクチン副反応による
発熱について.pdf】をご参照ください。


試合会場内では常時【不織布マスク】の着用を必須といたします。
飛沫防止機能の低い、
【ウレタンマスク】
【布マスク】
【マウスシールド】等を着用している場合は、ご入場を
お断りいたします。
また弊連盟で不織布マスクをご用意することもいたしませんのでご注意ください。

■試合当日の取材について


会場内では、受付でお渡ししたリストバンドを見やすい位置にご着用ください。リストバンドを確認できない
ときは、お声がけさせていただく場合がございます。また着用が認められない場合は、ご退場いただきます。



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、受付にてスタッフにお声がけください。



ピッチレベル、スタンドは禁煙です。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。



会場内でのお食事、アルコール類のお持ち込みは禁止いたします。
お食事は近隣の飲食店をご利用されるか、お車でご来場の方であれば車内でお願いいたします。
リストバンドをお持ちであれば、会場への再入場は可能です。



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。



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。



新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、報道控室はご用意いたしません。ご了承ください。



すべてのメディアに対し、試合終了後１時間以内の会場退出をお願いいたします。また、退出時には受付に
て、会場を退出する旨をお知らせください。



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


受付が済んだら速やかにスタンドに移動し、試合中はスタンド（椅子席）でご観戦ください。座席は全席指
定席となります。感染者が判明した場合は、当日の位置状況・人の流れなどを確認いたしますので、
【指定席
以外でのご観戦は禁止いたします】
。



試合中は必ずご着席ください。試合中の、通路等で立ち見観戦を禁止いたします。



選手、監督の取材はミックスゾーンでのみ実施いたします。取材をご希望の方は、申請フォームにて「ミッ
クスゾーンでの取材希望」欄で「有」にチェックをお願いいたします。
「無」にチェックを入れた場合はミッ
クスゾーンにお入りいただけません。またその他の場所での取材は一切できません。

 ベンチ付近、チームテント付近、ピッチレベルへの立ち入りを一切禁じます。

■フォトグラファー・ENG（映像カメラマン）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、Facebook、Instagram、Blog、note、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。



撮影位置は両ゴール裏のみとなります。ゴール裏にお入りいただけるのはフォト申請、ENG 申請のあった方
のみとなります。ピッチ入口などでリストバンドを確認させていただきますので、ご協力をお願いします。



フォト、ENG ともベンチ付近、ゴールエリア後方、スタンド、サイドライン沿いからの撮影は禁止いたしま
す。これらの場所は、いかなる理由があっても立ち入ることができません。



試合前の集合写真については、オフィシャルカメラマンのみ撮影可とし、一般のメディアは撮影できません。
感染拡大予防のためご了承ください。



同様の理由により一般のメディアは入場シーンも撮影できません。したがって試合前であってもベンチ付近
への立ち入りはご遠慮ください。



ハーフタイムを除き、試合中の移動はご遠慮ください。ゴール時パフォーマンス、セットプレーを撮影するた
めの移動も禁止いたします。



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
した撮影は禁止します。



試合中のフラッシュを使用した撮影は禁止いたします。



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）。



ENG の持ち込みは 1 媒体（1 社）につき最大 2 台までといたします。



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。

■撮影可能エリア

（※原則スタンド内、ならびに両サイドは撮影禁止）

※いずれの場合もフォトグラファーは着席して撮影をお願いいたします。また、ゴールラインか
らは最低３メートルの距離を守りください。

■試合後の取材対応について


監督及び選手への取材は、決められたエリア（ミックスゾーン）にて行います。



ミックスゾーンへは、事前にご申請いただいたメディアのみお入りいただけます。ミックスゾーンの申請は、
すべてのカテゴリー（フォト・ENG 含む）で可能です。



ミックスゾーンでは、監督及び選手とメディアの間は２メートルの距離を保持し、各メディア同士も社会的距
離を保つよう心がけてください。



ミックスゾーンに設けられたローピング、コーン等、距離を保つためのマークを超えないよう気をつけてくだ
さい。



取材対象者は、１チームあたり３名とします（監督含む）。



取材を希望する監督・選手がいる場合は、試合終了 5 分後までに受付に選手名をお知らせください。ご希望
の選手が 3 名以上となった場合は本連盟にて調整させていただきます。必ずしも希望する選手が取材できる
わけではありませんのでご了承ください。



取材は試合終了 10 分後をめどに始めますので、それまでにミックスゾーンにおいでください。



決勝戦については Zoom によるオンライン取材を実施予定です。決勝戦後の取材については後日ご案内いた
します。また当日の状況により別日程の試合を急きょオンライン取材に切り替えることもございます。



Zoom によるオンライン取材において、弊連盟側の不備により配信不可能となった場合以外は、録画映像・音
声データの提供・貸し出しはいたしません。



Zoon によるオンライン取材では、取材者の記事執筆の参考とする場合のみ画面録画を可とします。映像・音
声の一般への公開はできません。公開を希望する場合は別途弊連盟広報部までご相談ください。



ベンチ付近、クールダウン中、移動中の選手に声をかけ、取材をすることは絶対におやめください。



選手や監督との握手はご遠慮ください。

■試合終了後・大会終了後ついて


退場時には、お渡ししたリストバンドを受付にご返却ください。ハサミを入れさせていただきます。



すべての関係者に対し、試合終了後１時間以内の会場退出をお願いいたします。

■試合後に感染が確認された場合の対応について


取材後 14 日以内に新型コロナウイルスの感染が確認された場合は、必ず（一財）全日本大学サッカー連盟ま
でご連絡ください。



大会内で新型コロナウイルスの感染が確認された場合、ご来場者に連絡をさせていただきます。



試合会場内にて新型コロナウイルスの感染が判明した場合は、問診票等のデータを保健所等に提出する
場合がございます。ご了承ください。



感染者が確認された会場で取材されていたメディアの方は、ご本人の感染の有無にかかわらず、一定期間、
取材活動を自粛していただく可能性があります。

オンライン取材申請フォーム

https://www.jufa.jp/news/news.php?kn=1180

■申請の締め切りについて

試合日程

申請締め切り

1回戦（12/08）

……

12月06日（月）18:00

2回戦（12/11）

……

12月09日（木）18:00

3回戦（12/14）

……

12月12日（日）18:00

準決勝（12/18）

……

12月16日（木）18:00

決

……

12月23日（木）18:00

勝（12/25）

締め切り後の取材申請は一切できません。すべてお断りいたします。

■ご取材可否のメールについて
申請締め切り日時より、24時間以内にご取材可否のメールをお送りいたします。
上記の期間にご取材可否のメールが届いていない場合は、ご申請が完了していない場合がございます。念の
ため、迷惑メールフォルダをご確認いただき、そちらにも見当たらない場合は、

pr@jufa.jp

までメールに

てご連絡ください。
またご申請フォーム送信後、すぐにご申請内容を記したメール（コピーメール）をお送りいたしますが、こ
れはご取材可否のメールではございませんのでご注意ください。こちらのメールでは、ご申請内容に間違いが
ないかどうか、必ずご確認をお願いいたします。コピーメールが届かない場合は、申請が完了していないか、
ご申請のメールアドレスが間違っている場合がございます。

