PRESS RELEASE
2019 年 12 ⽉ 3 ⽇

報道関係各位
World Curlng Tour
軽井沢国際カーリング選⼿権⼤会 2019 取材要項
12 ⽉ 19 ⽇（⽊）〜22 ⽇（⽇）、軽井沢アイスパークにて「軽井沢国際カーリング選⼿権⼤会 2019」が⾏われます。
今年は平昌五輪の男⼦⾦・銀、⼥⼦銅メダリストを含め、5 か国より⼥⼦ 12 チーム、男⼦ 15 チームが参戦します。2 ⽉には
同会場で⽇本選⼿権が控えていることもあり、⽇本チームの活躍も注⽬されています。ぜひ取材・報道にご協⼒ください。
報道関係の皆様に有意義な取材活動をしていただくため、下記の通り取材受付体制を整えております。ご取材いただける
場合は、本取材要項をご⾼覧のうえ、専⽤の取材申請書にて12⽉10⽇（⽕）までにお申し込みください。
なお、ここでいう取材とはスポーツ報道を対象としています。スポーツ報道以外での取材および撮影は、⼤会が特別に認めた
場合を除き、原則として許可しておりません。また、インターネット媒体においての動画掲載・配信についても禁⽌となります。
本⼤会の正式名称は「軽井沢国際カーリング選⼿権⼤会2019」です。この正式名称を⽤いての報道にご協⼒ください。
皆様のご取材を賜りますよう、何卒よろしくお願いを申し上げます。
⼤会概要
主催︓
特別協⼒︓
協⼒︓

軽井沢国際カーリング選⼿権⼤会実⾏委員会、NPO法⼈スポーツコミュニティー軽井沢クラブ
⻑野県カーリング協会
公益社団法⼈⽇本カーリング協会、WCT-JAPAN、銀座NAGANO、みよたカーリングクラブ、
軽井沢カーリングクラブ、軽井沢カーリング活性化プロジェクト推進委員会
後援︓
外務省、スポーツ庁、観光庁、⻑野県、⻑野県教育委員会、軽井沢町、軽井沢町教育委員会、
公益財団法⼈⻑野県スポーツ協会、軽井沢町スポーツ協会、⼀般社団法⼈⻑野県観光機構、
⼀般社団法⼈軽井沢観光協会、軽井沢町商⼯会、軽井沢ｳｨﾝﾀｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実⾏委員会、
テレビ朝⽇、BS朝⽇、⻑野朝⽇放送
会場︓
軽井沢⾵越公園 軽井沢アイスパーク
開催⽇程︓
12⽉18⽇（⽔） 公式練習、共同記者会⾒、海外チームによるジュニアへのミニレッスン
12⽉19⽇（⽊）〜12⽉21⽇（⼟） 予選
12⽉21⽇（⼟）〜22⽇（⽇） 決勝トーナメント
参加チーム︓
⼥⼦12チーム、男⼦15チーム
⼊場料︓
予選リーグ無料、決勝トーナメント/⾃由席2,000円 ⽴⾒1,000円
総額 800万円
賞⾦︓
（優勝︓130万円 準優勝︓80万円 3位︓50万円 4位︓40万円 5〜8位︓25万円）
競技⽅法︓
⼥⼦2ブロック制の8エンドラウンドロビン、男⼦3ブロック制の8エンドラウンドロビン
決勝トーナメントは男⼥とも上位8チームによる8エンドトーナメント
東⽇本⼤震災復興⽀援︓
軽井沢町が⽀援する岩⼿県⼤槌町に対し、スポーツの⼒で復興を祈念する
ｵﾌｨｼｬﾙｻｲﾄ︓
karuizawa-icurling.jp
公式SNS︓
facebook @i.curling
Instagram @i.curling
Twitter @karu_curling
⼤会スケジュールはこちらをご覧ください☞ karuizawa-icurling.jp/schedule

⼤会前⽇ 18 ⽇（⽔）「合同記者会⾒」を⾏います

12 ⽉ 18 ⽇（⽔）15︓00〜、軽井沢アイスパーク 2F ふれあいホールにて代表 7 チームのスキップによる合同記者会⾒
を⾏います。なお、会⾒後の個別取材はございませんのでご了承ください。
＜合同記者会⾒出席スキップ＞（予定）
スキップ名

⼥
⼦

男
⼦

WCT ランクは 12 ⽉ 1 ⽇現在

国・チーム名

スキップの主な戦績

WCT ランク

Carey

カナダ

9

Sidorova

ロシア

32

Scotties Tournament of Hearts 優勝
本⼤会前年優勝

Fujisawa

LOCO SOLARE（北海道）

7

平昌五輪銅メダル

Nakajima

中部電⼒（⻑野）

21

⽇本選⼿権 2019 優勝

Yoshimura

北海道銀⾏フォルティウス（北海道）

10

本⼤会前年準優勝

Bottcher

カナダ

3

Shuster

USA

18

平昌五輪 ⾦メダル

Y.Matsumura

コンサドーレ（北海道）

16

⽇本選⼿権 2019 優勝

Morozumi

TM 軽井沢（⻑野）

47

平昌五輪 8 位

Yamaguchi

SC 軽井沢クラブ（⻑野）

52

Moosehead Fall Open 優勝

2019Grand Slum of Curling3 ⼤会優勝

「公式練習」の模様もご取材(撮影)いただけます

18 ⽇（⽔）12︓15〜17︓00 にかけて、参加チームの⼤会前⽇公式練習を⾏います。なお、公式練習後の個別取
材はございませんのでご了承ください。
Dec. 18 Wed.

A

B

C

D

E

F

12:15〜13:15

MOROZUMI

Y.MATSUMURA

YAMAGUCHI

fujisawa

Yoshimura

nakajima

13:30〜14:30

hayashi

SHIMIZUNO

OGIHARA

kawahira

koana

H.MATSUMURA

14:45〜15:45

KANDA

TAKADA

TAKEDA

SHIMIZU

USUI

minami

16:00〜17:00

sidorova

sinclair

carey

SHUSTER

roth

BOTTCHER

「海外チームによるジュニア選⼿へのミニレッスン」もぜひご取材ください

18 ⽇（⽔）海外 3 チームが軽井沢・御代⽥町のジュニアカーラーたちにミニレッスンを⾏います。
海外チーム︓Team Carey（カナダ）、Team Bottcher（カナダ）、Team Shuster（USA）
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取材のお申し込みについて
お申し込みは全て本要項に添付された「取材申請書」（公式サイトよりDLも可）による事前申請が必要となります。
2019年12⽉10⽇（⽕）までに⼤会事務局までメールまたはFAXにてお申し込みください。申請書をいただいた後、⼤会よ
り取材許可についてお返事をいたします。⼤会当⽇の受付は基本的にはいたしません。
⼤会会場内スペースに限りがございますので、お申込みに際しては次⾴の取材⼈数についてをご参照ください。また取材ご
希望者多数の場合は⼈数調整をさせていただく場合もありますので、予めご了承ください。
⼤会中の個別取材については、12⽉13⽇（⾦）までに別途「個別取材申請書」（公式サイトよりDLも可）をご提出く
ださい。⼤会当⽇のご申請は受付致しかねる場合がございます。また取材対象選⼿・チームの都合によりご希望に添えない場
合もございますのでご了承ください。

取材⼈数について
<⼤会前⽇/18⽇（⽔）>

共同記者会⾒＝ 記者の⼈数制限はありません。ENG（デジ含む）は1系列2台までとさせていただきます。ただし2台の
場合、スペースの都合上、1台はサイドポジションになる場合もございます。
公式練習、海外チームによるジュニア選⼿へのミニレッスン＝ ⼈数制限はございません。ただし取材エリアに制限がございま
すので当⽇ご案内いたします。
<⼤会期間/19⽇（⽊）〜22⽇（⽇）>

①ペン・ラジオ記者＝ 運動記者クラブ1媒体最⼤2名まで、その他1社最⼤1名まで
②フォトグラファー＝ 1社最⼤1名まで
＊⼤会で撮影された写真のご利⽤は、スポーツ報道のみについて許容されます。許可なく報道以外で利⽤の際は、当該利
⽤者及び当該利⽤を許容した事業者について、今後⼤会への⼊場をお断りさせていただくことがあります。予めご承知お
きください。
＊フラッシュ、⾳が出る機材を使⽤しての撮影は⼀切禁⽌いたします。
＊取材エリア詳細につきましては、会場にてご案内いたします。許可エリア以外で取材・撮影はできません。
③ENG（デジ含む）＝ スポーツニュース取材原則として1系列最⼤2台まで（1クルー最⼤3名）
＊1台はFoPレベル、1台は2Fキャットウォークとなります
＊取材エリア詳細につきましては、会場にてご案内いたします。許可エリア以外では撮影できません。
＊本⼤会の放送権はテレビ朝⽇・BS朝⽇・テレビ朝⽇CSの所有となります。
＊スポーツニュース協会加盟社以外で、天井カメラ映像をご希望する⽅は、報道受付までご相談ください。なお、同映像は
同協会加盟社が優先的に使⽤いたしますので、ご希望に添えかねる場合もございます。
＊映像（天井カメラ映像を含む）使⽤は、ニュース・スポーツニュース番組ならびに情報番組でのスポーツ報道に限り了承
します。無償期限は2019年12⽉31⽇までとし、1試合最⻑3分、⼤会全体では最⻑5分の使⽤といたします。
⼤会期間中の報道対応について
◎原則として、報道受付開始時間は下記のとおりです（予定）
18⽇（⽔）
11︓30〜
19⽇（⽊）〜21⽇（⼟） 08︓00〜
22⽇（⽇）
07︓30〜
◎⼤会期間中は、毎⽇報道受付にてご記帳をお願いします。記者の⽅にはADパス、フォトグラファー・スポーツニュース取材
の⽅にはビブスを配布いたします。なお、ADパスとビブスは、各⽇ともお帰りの際には必ずご返却ください。
◎メディアエリア（撮影位置・記者席・プレスルーム・会⾒場・囲み取材）につきましては、⼤会会場にて配布いたします。
◎プレスルームのご使⽤は、各⽇最終試合終了後1時間となります。

＜本件に関するお問い合わせ＞
軽井沢国際カーリング選⼿権⼤会実⾏委員会事務局
事務局︓スポーツコミュニティー軽井沢クラブ内

Mail︓icurling-info@karuizawaclub.ne.jp
TEL︓0267-46-8960
090-1792-9433（開催期間中 12/18〜22）
karuizawa-icurling.jp

