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東京グランドスラム 2012
開催のお知らせ
平成 24 年 11 月 14 日
公益財団法人全日本柔道連盟
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東京グランドスラム 2012
大会要項
１．主

催

公益財団法人全日本柔道連盟

２．特別後援

株式会社テレビ東京、公益財団法人講道館

３．特別協賛

東建コーポレション株式会社

４．後

文部科学省、外務省、観光庁、東京都、公益財団法人日本体育協会、

援

公益財団法人日本オリンピック委員会、朝日新聞社
５．協

力

公益財団法人東京都柔道連盟

６．期

日

平成 24 年 11 月 30 日(金)～12 月 2 日(日)
開場 10：00／試合開始 11：00

７．会

場

国立代々木競技場 第一体育館
渋谷区神南 2-1-1 TEL：03-3468-1171

８．日

程

11 月 29 日(木) 組合せ抽選（東京ドームホテル）14：00～
記者会見（東京ドームホテル）※抽選終了後
11 月 30 日(金) 男子 60kg 級、66kg 級
女子 48kg 級、52kg 級、57kg 級
12 月 1 日(土)

男子 73kg 級、81kg 級
女子 63kg 級、70kg 級

12 月 2 日(日)

男子 90kg 級、100kg 級、100kg 超級
女子 78kg 級、78kg 超級

９．参加人数

(1)各国／地域は 1 階級につき 2 名までの選手を出場させることができ
る。
(2)日本チームは各階級 4 名の選手を出場させることができる。

10．試合方法

(1)試合は IJF スポーツ・運営規程および IJF 試合審判員規定に則り行
われる。
(2)体重区分は男女各 7 階級とする。
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東京グランドスラム 2012
メディアガイド
報道関係の皆様に支障なく取材を行って頂くために、下記の要領にて取材・報道体制を
整えております。つきましては、取材をご希望される場合は、下記事項にご留意いただき
別添資料により取材申込書を提出していただきますようお願いいたします。また、本大会
はスポーツ報道以外の目的での取材に関してはお断りさせて頂きます。
◇I D 受 付

11 月 28 日(水) 10：00～12：00 講道館本館 5 階
11 月 29 日(木) 12：00～14：00

東京ドームホテル B1 階「シンシア」

＊大会当日も受付を行う予定です。
◇報道受付

会場 原宿口入口
＊受付時間は 3 日間とも 9：00～15：00
＊パンフレット、ビブス（スチールカメラ、ENG のみ着用）等の受渡し
があるため、ID 受付がお済みの方も必ず報道受付を通って下さい。
＊お帰りの際は、ビブスは正面入口の返却 BOX へ必ずご返却下さい。

◇報道控室

地下 2 階北側 控室 1，2，3
＊利用時間は 3 日とも 9：00～21：00、時間厳守でお願いいたします。
＊電源設置あり／無線 LAN 使用可能
＊臨時電話の設置が必要の方は、各自でお申込みをお願いいたします。
問合わせ先：NTT 東日本（TEL：0120-763-116）
設置場所：地下 2 階「報道控室」
設置日時：11 月 29 日(木) 9：00～12：00

◇報 道 席

アリーナ内 南側
＊席に限りがあるため、一部指定席とさせていただきます。
＊電源設置あり／無線 LAN 使用可能

◇ミックスゾーン

アリーナ内 北東側
＊選手への取材はこちらでお願いします。

◇E N G 台

アリーナ内 南側

◇撮影エリア

(1)スチールカメラ
＊アリーナ内南側※役員席前
＊ミックスゾーン
＊ENG 台※スペースがある場合のみ
＊会見室
(2)ENG カメラ
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＊ENG 台
＊ミックスゾーン
＊会見室
◇表 彰 式

アリーナ内東側

◇試合記録

南側設置のホワイトボードに掲示
＊準決勝戦、決勝戦の記録のみ持ち帰り可。他記録の持ち出しはご遠慮
ください。
＊記録コピーの依頼は対応し兼ねますので予めご了承ください。

◇記者会見

29 日、組合せ抽選終了後に前日記者会見を行います。
＊場

所： 東京ドームホテル B1 階「シンシア」

＊出席者： 斉藤

仁 全日本柔道連盟強化委員会委員長

井上 康生 全日本男子監督
園田 隆二 全日本女子監督
◇そ の 他

【ノンライツホルダーの取材に関して】
本大会の放映権利は、全てテレビ東京にあります。テレビ各社の皆様
は、下記の規制を守って取材をお願いいたします。
＊ENG カメラによる取材について
・各系列局で 1 台のカメラとします。（ハンディ含む）
・自社で撮影した映像は、放送終了後解禁といたします。
各日、放送時間は以下の通り。
11 月 30 日(金)19：00～20：54
12 月 1 日(土)、2 日(日) 17：00～19：00
・テレビ東京による OA 分岐を予定しています。
・当日ニュースや二次利用等の使用規定は、スポーツニュース協会を
通じ改めてご連絡いたします。
・中継カメラの前を塞がないようご協力お願いいたします。
＊撮影した映像のインターネットでの使用について
（新聞社等の web 配信を含む）
・1 媒体で各日 3 分以内。
・大会終了後 1 週間以内使用可。
・課金制不可。無料コンテンツとして自社サイトでの使用のみ可。
・海外配信不可。
＊組合せ抽選会へ出席ご希望の方は、正装でお越しください。正装でな
い場合、会場内へ入ることはできませんのでご注意ください。
＊報道席での飲食はご遠慮ください。また、ゴミは各自でお持ち帰り頂
きますようご協力お願いいたします。
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＊駐車場のご用意はありません。お越しの際は公共交通機関をご利用く
ださい。
◇問合わせ先

（公財）全日本柔道連盟 マーケティング・広報課 菅原
TEL：03-3812-3944 FAX：03-3812-3995
メールアドレス：m.sugawara@judo.or.jp

