
 

第１２回東京都聖火リレー実行委員会等について 
 
 

１ 第１２回東京都聖火リレー実行委員会について 

（１）開催日 

    令和元年１２月３日（火） 

（２）委員 

    会 長：多羅尾光睦 東京都副知事 

    副会長：山﨑  孝明 特別区長会会長（江東区長） 

        河村  文夫 東京都町村会会長（奥多摩町長） ほか 

（３）議題 

①報告事項 

第 11回東京都聖火リレー実行委員会（書面議決）について 

・オリンピック聖火ランナー、パラリンピック聖火リレールートなど 

②協議事項 

    ○パラリンピック聖火リレーについて 

     ・聖火リレーへの区市町村の参画 

     ・聖火ランナーの選出計画 

○オリンピック聖火リレーについて 

 ・聖火リレーの詳細なルート案 

（４）審議状況 

   ○パラリンピック聖火リレーについて 

  ・採火、ビジットなどで多くの自治体が参画できる仕組み等を議論 

  ・聖火ランナーの選出方法、選考手順・スケジュール等を議論 

○オリンピック聖火リレーについて 

・都内のルート案を議論 

   ＜主な発言＞ 

    ・沿道等で盛り上げたいという地域の希望をご理解いただきたい。 

    ・地域の方々は聖火リレーに期待しているので、皆で気運醸成できるよ

うにしてもらいたい。 
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２ パラリンピック聖火リレーについて 

（１）ルート概要の公表（11月 22日） 

都内のルート概要（リレー実施自治体）を公表 

（２）ランナーの選考(東京都聖火リレー実行委員会割当分) 

○通常走行枠  １４５名 

    ・公募 

       公募期間：本年 12月 16日から来年 2月 15日まで 

       公募人数：７５名程度 

・推薦 

推薦人数：７０名程度 

      選考方法は実行委員会で検討 

 ○団体枠（グループランナー） １０組（１組あたり４～９名以内） 

    選考方法は実行委員会で検討 

 

３ オリンピック聖火リレーについて 

（１） ルート詳細等の公表（12月 17日） 

・聖火リレールート等の公表（調整中の島しょ町村を除く。） 

       各日ごとのルートの詳細、出発地、到着地、セレモニー会場を公表 

・聖火リレーリハーサルの実施を公表 

来年 2月 15日、本番で走行するルートの一部やセレブレーション会場  

においてリハーサルを実施（羽村市、国分寺市、八王子市を予定）       

（２）聖火ランナーの公表（12月 17日） 

   ・聖火ランナー当選者リスト 

     12月 15日までに公表の意思確認のとれた方 200名の氏名等を公表 

 

【参考資料】 

１ 第 12回東京都聖火リレー実行委員会＜概要＞ 

２ 東京 2020パラリンピック聖火リレー 都内実施自治体 

３ 東京 2020パラリンピック聖火ランナー募集要項、応募用紙 

４ 都内オリンピック聖火リレールート 出発地・到着地・セレモニー会場一覧 

５ オリンピック聖火リレーリハーサル 

６ オリンピック聖火ランナー当選者公表リスト（東京都聖火リレー実行委員会分） 

 

【参考】組織委員会公表資料 

１ 東京 2020パラリンピック聖火リレー 採火・出立実施場所、聖火リレールー

ト概要、聖火ランナー募集概要を発表！  

２ 東京 2020オリンピック聖火リレー グランドスタート聖火ランナー・聖火リレール

ート詳細・リハーサル実施・ライセンス商品・トーチキスポーズ・ＳＮＳ企画を発表！ 

 



 

第１２回東京都聖火リレー実行委員会 次第 

 

令和元年 12 月 3 日（火）１6：30～17：30 

東京都庁第１本庁舎 42 階 特別 B 会議室 

１ 開会 

２ 議事 

 （１）報告事項 

    ①第 10 回東京都聖火リレー実行委員会（書面議決）について 

    ②第 11 回東京都聖火リレー実行委員会（書面議決）について 

    ③パラリンピック聖火リレーの公表資料について 

    ④聖火リレーに関する組織委員会の公表資料について 

（２）協議事項 

①パラリンピック聖火リレー 

 ・聖火リレーへの区市町村の参画 

 ・聖火ランナーの選出計画 

②オリンピック聖火リレー 

 ・聖火リレールート 

３ 閉会 
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第１２回東京都聖火リレー実行委員会 出席者名簿 
 
 

職 名 団体名・職名 氏 名 備考 

会長 東京都副知事 多羅尾 光睦  

副会長 特別区長会会長（江東区長） 山﨑 孝明  

副会長 東京都市長会会長（立川市長） 清水 庄平 欠席 

副会長 東京都町村会会長（奥多摩町長） 河村 文夫  

委員 東京都オリンピック・パラリンピック準備局長 潮田 勉  

委員 
警視庁オリンピック・パラリンピック競技大会 

総合対策本部総合対策官 
藤原 靖浩 代理 

委員 消防総監 安藤 俊雄  

委員 公益財団法人東京都体育協会理事長 並木 一夫  

委員 公益社団法人東京都障害者スポーツ協会会長 白石 弥生子 欠席 

委員 公益財団法人東京陸上競技協会理事長 平塚 和則  

監事 東京都会計管理局長 佐藤 敦  

 



第12回東京都聖火リレー実行委員会 

＜概要＞ 

2019.12.3 



（１）報告事項 

  パラリンピック聖火リレーのルート選定の考え方、検討の進め方などについて協議 

③ パラリンピック聖火リレーの公表資料について 

  令和元年11月22日 東京2020組織委員会から東京2020パラリンピック聖火リレーの 

  リレールート通過自治体を公表 

① 第10回東京都聖火リレー実行委員会（書面議決）について 

② 第11回東京都聖火リレー実行委員会（書面議決）について 

  オリンピック聖火ランナー、パラリンピック聖火リレールートなどについて協議 

④ 聖火リレーに関する組織委員会の公表資料について 



＜聖火リレーへの区市町村の参画＞ 

  オリンピック聖火リレーに比べ、走行日数が少なく、全区市町村でのリレー実施は困難なため、 

 採火などでできるだけ多くの自治体が参画できる仕組み等を議論 

＜聖火ランナーの選出計画＞ 

  聖火ランナーの選出方法・選考手順・スケジュール等を議論 

① パラリンピック聖火リレーについて 

② オリンピック聖火リレーについて 

＜聖火リレールートについて＞ 

 各区市町村から提出された希望スポットを基に、ルートイメージを作成。各区市町村と 

意見交換・実地調査を実施したうえで詳細ルート案を策定 

（２）協議事項 



【参考】今後のスケジュールについて 

２０１９年  

＜ランナー関係＞ 

● 12月以降順次 

・ 東京都聖火リレー実行委員会からオリンピック聖火ランナーに対し当選速報通知 

・ 東京2020組織委員会からオリンピック聖火ランナーに対し正式通知 

● 12月16日（月）～2020年２月15日（土） 

  パラリンピック聖火ランナー募集 

＜ルート関係＞ 

● 年内 

  東京2020組織委員会からオリンピック聖火リレールート公表 

 

２０２０年 

● ５月以降 

  東京2020組織委員会からパラリンピック聖火ランナーの決定発表 



実施日 実施自治体

8月21日（金） 新宿区⇒中野区⇒豊島区⇒北区⇒文京区

実施日 実施自治体

8月22日（土） 千代田区⇒台東区⇒墨田区⇒江東区⇒江戸川区

8月23日（日） 国立市⇒日野市⇒立川市⇒東大和市⇒国分寺市

8月24日（月） 西東京市⇒三鷹市⇒府中市⇒調布市⇒世田谷区

8月25日（火） 中央区⇒港区⇒渋谷区

　実施自治体とその順番、採火式・集火式の記載内容ついては、今後変更する可能性があります。

競技開催

都県聖火

リレー

開催都市

内聖火リ

レー

8月21日（金）夜　全国集火式（調整中）

東京２０２０パラリンピック聖火リレー　都内実施自治体

見どころ

　東京を代表する高層ビル街から東京都の聖火リレーはスタートします。多様な人々が交流

する街や文教地区、文化やパラスポーツの拠点などを巡り全国集火式会場に向かいます。

見どころ

　全国集火式で統合されたパラリンピック聖火により22日からの4日間、開催都市東京のリ

レーを実施します。22日は都心からスタートし、新旧の観光名所がある下町や水の都・東京

の魅力溢れる地域を走行します。23日、24日は自然と文化が調和した多摩地域を中心に走

行します。そして、最終日の25日には、多くの人々で賑わい溢れる最先端の街と昔ながらの

街が共存する地域などを走行し、来るパラリンピック開会式へ繋げます。

8月21日（金）　都内採火式（新宿区ほか（調整中））

　都内集火式（新宿区）
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「パラリンピック聖火はみんなのものであり、パラリンピックを応援する全ての人の熱意が集まることで聖火を生み出す」
というIPCの理念のもと、できるだけ多くの方々に参加いただき、オリンピック終了後、パラリンピックへの移行期間におい
ても、その熱気や興奮を持続させ、来るパラリンピックへの関心や祝祭感を最大限に高めるものとしていきます。 
東京2020パラリンピック聖火リレーのコンセプトは、「Share Your Light （英語） / あなたは、きっと、誰かの光だ。（日本
語）」です。社会の中で誰かの希望や支えとなっている多様な光（人）が集まり、出会うことで、共生社会を照らす力とし
よう、という想いを表現しています。 

東京2020パラリンピック聖火リレーは、日本各地の熱意をパラリンピックの開会へとつなぐため、3つのシーンで展開し
ていきます。 
 
■シーン1：「日本各地に熱意の火が灯る。」 
パラリンピックを応援する人々の「熱意」は、日本各地やイギリスのストーク・マンデビルで行われる採火式で  「炎」
にその姿を変え、さまざまな催しとともに、来る東京2020パラリンピックを盛り上げます。 
こうした、日本各地で行われる東京2020パラリンピックを応援するための採火イベントや、学校や病院、パラリンピッ
クゆかりの地などへの炎の訪問イベント（聖火ビジット）は、総称して「聖火フェスティバル」と呼ばれます。  
「採火」「聖火ビジット」を経た炎は、各地を「出立」し、東京へ向けて送り出されます。 

 
■シーン2：「パラリンピック競技開催都市を、光り輝く炎が駆け抜ける。」 
埼玉県、千葉県、静岡県の競技開催県では、それぞれの県にて、採火式や聖火ビジット（実施は任意）に加えて、
聖火リレーも開催します。そして、8月の空の下、3人1組となったパラリンピック聖火ランナーが駆け巡った後、それ
ぞれの県から東京に向けて「出立」します。 
そして、競技開催都市として東京都でも同様に採火を行い、東京都の火として聖火リレーを実施します。 

 
■シーン3：「パラリンピックを応援する全ての熱意が一つに。東京2020パラリンピック聖火が生まれる。」 
日本各地で採火された東京2020パラリンピックを応援する炎は、各地での「出立」を経て、開催都市・東京に旅立
ちます。 
東京2020パラリンピック競技開催都県（埼玉県、千葉県、静岡県、東京都）で採火・出立された炎と、ストーク・マ
ンデビルからの炎とともに、パラリンピックを応援する全ての人の熱意は東京で一つとなり（集火）、東京2020パラリ
ンピック聖火が誕生します。 
そして、東京2020パラリンピック開会に向けて、開催都市東京で聖火リレーが実施されます。 

東京都聖火リレー実行委員会は、東京都内で走行する東京2020パラリンピック聖火リレーの聖火ランナーについて、 
以下の通り公募を実施します。 

 
 募集期間 ： 2019年12月16日（月）～2020年2月15日（土） 
 
 公募主体 ： 東京都聖火リレー実行委員会 
 
 公募人数 ： 75人程度 
 
 応募方法 ： 東京都聖火リレー実行委員会（URL：https://www.tokyo-runner.jp/）の応募フォームに必要   
           事項を入力し、応募してください。または所定の応募用紙に必要事項を記入し、下記送付先に 
          郵送してください。【2月15日（土）消印有効】 
           
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 選考方法 ： 東京都聖火リレー実行委員会は、応募者が記載した事項に基づき選考を実施します。 
          その後、東京2020組織委員会に推薦し、東京2020組織委員会が当選者を決定します。 
          必要な記載事項以外の資料等は、選考の対象とはなりませんので、送付はご遠慮ください。 
 
 当選発表 ： 2020年5月以降、東京都聖火リレー実行委員会より、当選の速報をご連絡します。 
          その後、東京2020組織委員会から、当選者に対して、正式な当選通知をお送りさせて頂き、  
                    その通知をもって発表に代えさせていただきます。 
                   ※詳しい走行場所は、2020年6月下旬以降（予定）、東京2020組織委員会から当選者にご連絡します。 
                      ※なお、落選の場合には、特段連絡はございません。ただし、走行日の２週間前までに欠員が出た場合は、 
                          繰り上げ選出される場合があります。 繰り上げ選出の際は、東京2020組織委員会から当選連絡をいたします。 

東京2020パラリンピック聖火ランナーは、聖火リレーのコンセプトである「Share Your Light （英語） /あなたは、きっと、
誰かの光だ。（日本語）」に沿って、各都県や聖火リレーパートナーなどからの公募または推薦により選定され、このコン
セプトを広く発信する役割を担っていただきます。 
聖火ランナーは、約１千人が選考される予定です。 

東京2020パラリンピック聖火リレー 

             東京都  聖火ランナー募集要項 
東京2020パラリンピック聖火リレー 概要 

全体の流れ 

競技開催都県以外の43道府県にて聖火フェスティバルを実施 
静岡県にて採火後、県内で聖火リレーを実施し、出立 
千葉県にて採火後、県内で聖火リレーを実施し、出立 
埼玉県にて採火後、県内で聖火リレーを実施し、出立 
東京都にて採火後、都内で聖火リレーを実施 
47都道府県とストーク・マンデビルの火を集める集火式を実施 
開催都市（東京都）にて聖火リレー 

 2020年8月13日（木）～17日（月） --- 
 2020年8月18日（火） ------------          
 2020年8月19日（水) ------------           
 2020年8月20日（木) ------------           
 2020年8月21日（金） ------------       
 2020年8月21日（金） 夜 ---------- 
 2020年8月22日（土）～25日（火）---- 

※ストーク･マンデビルでの聖火フェスティバルの実施日：8月20日（木）（内容等詳細は未定です。） 

東京2020パラリンピック聖火リレー 聖火ランナーについて 

東京都聖火ランナー公募概要 東京都聖火リレー実行委員会 

送 付 先 
                           

電話番号 

： 〒163-8691 日本郵便株式会社新宿郵便局私書箱第39号 
             東京都聖火ランナー選考事務局 
： 03-6277-2459 
（受付時間 9:00～18:30 土・日・祝日・年末年始（12月28日～1月5日）を除く。※但し、2月
15日（土）は受付いたします。） 

※公募人数、応募方法は各都県、各プレゼンティングパートナーにより異なりますので、ご注意ください。 

 日程表 

8月21日(金)   新宿区 → 中野区 → 豊島区 → 北区 → 文京区   

8月22日(土)   千代田区 → 台東区 → 墨田区 → 江東区 → 江戸川区 

8月23日(日)   国立市 → 日野市 → 立川市 → 東大和市 → 国分寺市 

8月24日(月)   西東京市 → 三鷹市 → 府中市 → 調布市 → 世田谷区 

8月25日(火)   中央区 → 港区 → 渋谷区       

※東京都以外の地域(静岡県、千葉県、埼玉県）での走行を希望する場合は、各県
が指定する方法でお申込みください。 
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東京2020組織委員会が定める東京2020パラリンピック聖火ランナー選定の基本的な考え方は、下記のとおりです。 
 
● 幅広い分野から選定 
  国籍、性別、年齢、障がいの有無等のバランスに配慮しながら幅広い分野から選定し、各々を組み合わせることに  
 より多様性に富んだリレーとする 
 
 
● 誰かの希望や支えとなる存在  
 ・誰かに希望を与えている人 
 ・誰かの支えとなっている人 
 ・社会基盤、生活基盤の構築に貢献した人 
    （例）   国際交流支援活動に取り組む人 / 骨髄バンク等のドナー登録者  など 
 
 
● 共生社会を体現する存在 
 ・障がいを持ちながらも世の中に向け積極的に発信を行っている人  
 ・年齢や国籍にかかわらず各分野で活躍する人 
 ・共生社会の実現を目指して活動している人  
    （例）   障がい者のアスリート、ミュージシャン、アーティスト / 各分野で活躍するシニア世代の人 /  
             活躍が期待される若手のホープ / 日本で活躍する外国人 / 海外で活躍する日本人  など  
 

 応募について 
・聖火ランナーの公募は、競技開催県である静岡県、千葉県、埼玉県、競技開催都及び開催都市である東京都の聖火リレー実行委員会、 
東京2020パラリンピック聖火リレープレゼンティングパートナー1社（株式会社LIXIL）によって、それぞれ実施されます。 
 東京2020組織委員会は公募主体ではなく、東京2020組織委員会への応募は無効となりますので、ご注意ください。 
・同一人物が「プレゼンティングパートナー及び、静岡県、千葉県、埼玉県、東京都聖火リレー実行委員会のいずれかへの同時応募」をするこ
とは可能ですが、「複数の都県実行委員会への応募」や「東京都聖火リレー実行委員会への複数応募」はできません。 
 ※複数の都県実行委員会への応募が判明した場合これらの応募は無効となり、いずれの実行委員会においても聖火ランナーとして選定    
されることはありませんので、ご注意ください。 

 ・１名ごとにご応募ください。複数人が連名で応募することはできません。  
・申込者自身の自己ＰＲ、もしくは被推薦者（聖火ランナーとして推薦したい人）を聖火ランナーとして推薦する方（被推薦者との関係性を問い
ません。家族・友人など親しい関係の方でも可能です。）からの推薦理由の記載が必要です。 

 ・落選された方への落選通知は行いません。 
  ・当選、落選の理由は、開示されません。理由についてご照会いただいても、お答えすることはできませんのであらかじめご了承ください。 
 ・応募用紙の記載に虚偽・不正がある場合は、応募は無効とさせていただきます。 

 

 走行場所等について 
・パラリンピック聖火リレーは3人1組で走行します。1名あたりの走行距離は、約200mです。（200mを上回る場合や、満たない場合もありますの
で、ご了承ください。走行速度は、ご自身のペースでゆっくり走る程度です。） 

 ・走行日時・走行場所は、当選後に、東京2020組織委員会が別途指定します。 
 

 走行に必要な器具や補助について 
 ・車いす等の走行に必要な機器・器具が必要な場合は、ご自身で手配をお願いします。 
※車いすに聖火リレー用トーチを接続するアタッチメントは、東京2020組織委員会にて手配します。 
※単独走行が困難な方は､介助者を1名付けていただくことが可能です。 
※必要に応じて、身体障がい者補助犬とともに走行することを許可いたします。 
※走行時に聖火ランナーとは別のユニフォーム（聖火ランナーのユニフォームとは異なり、自身の服装の上から着用する単一サイズのもの等）
を貸与予定です。なお、介助者の年齢は、聖火ランナーと同様、2008年4月1日以前に生まれた方とし、政治・宗教に関わる規定についても、
聖火ランナーの基本応募要件に準ずるものとします。 

 

 走行時の注意事項 
 ・聖火ランナーとして走ることを、宗教的・政治的な目的に利用することはできません。 
 ・私的な宣伝・PR行為はできません。 
 ・特別な介助犬を除き、動物を伴って走ることはできません。 

 

 アンブッシュ・マーケティングの禁止 
・聖火ランナーは、東京2020組織委員会より別途認められた場合を除き、特定の商品若しくはサービス（以下、総称して「商品等」といいま
す。）と、東京2020大会、東京2020パラリンピック聖火リレー、パラリンピックムーブメントとを関連付けてはならず、また、そのように受け取られる
おそれのある行為をしないでください。 
・聖火ランナーは、東京2020組織委員会より別途認められた場合を除き、商品等が、東京2020組織委員会、国際オリンピック委員会、国際
パラリンピック委員会、日本オリンピック委員会又は日本パラリンピック委員会（以下、総称して「組織委員会等」といいます。）のいずれかによる
公式のものである旨、組織委員会等のいずれかにより選ばれたものである旨、組織委員会等のいずれかにより承認されたものである旨、組織
委員会等のいずれかによる保証を受けたものである旨、組織委員会等のいずれかにより推奨されている旨、組織委員会等のいずれかによる同
意を得たものである旨、その他これらに類する事実を表明してはならず、また、そのように受け取られるおそれがある行為をしないでください。 
・聖火ランナーは、組織委員会等との関係、聖火ランナーとして走行する事実又は聖火ランナーとして知得した事実について、商品等の広告
宣伝の目的を持って公表してはならず、そのように受け取られるおそれのある行為をしないでください。 
 

 走行時の服装などについて 
・走行当日、聖火ランナーユニフォームとして、原則、シャツ（半袖）、ズボン（ショートパンツ）を支給します。ユニフォーム以外のシャツ、ズボン
の着用・持ち込みはできません。 
・支給されたユニフォームのデザインや形状を変更して走行することはできません。 
・走行に必要な物以外の着用・持ち込みはできません。また、広告物などを身に着けて走行することはできません。 
・ユニフォームに、靴は含まれておりませんので、各自スポーツシューズをご用意ください。なお、運営側の特殊な演出等の場合を除き、ロー
ラーブレード等の用具は使用できません。 
・聖火ランナーとして走るときは、突飛な髪型、顔面装飾などのペインティング、派手なアクセサリー類の装着などはできません。より詳細なガイ
ドラインは、当選後に別途ご案内します。 

    

 聖火ランナー当選後について 
・聖火ランナーに当選された場合、2020年5月中旬（予定）以降、順次、東京都聖火リレー実行委員会から、速報として当選のご連絡をさせて
いただきます。その後、東京2020組織委員会から正式な当選通知をさせていただきます。また、それ以降のご連絡は、東京2020組織委員会
から行います。 
・2020年8月1日時点で18歳未満の方は、当選後に、保護者による同意書を別途ご提出いただきます。 
・聖火ランナーは、当日の走行において携行した聖火リレー用トーチを購入することが可能です。購入価格や購入方法については、当選後に別
途ご案内します。 
・事前送付物がある場合、応募用紙にご記入いただいた連絡先に、メールまたは郵送で送付します。 
・事前連絡、走行当日のコミュニケーションは、日本語または英語のみとなります。 
・参加料は無料ですが、走行当日の集合場所までの往復交通費（宿泊が必要な場合はそれも含む）は、参加者の自己負担となります。やむを
得ない理由等により、当日のリレー実施が中止となった場合でも、返金・補償することはありません。 
・走行当日は、集合場所において、本人確認を実施しますので、顔写真付身分証（免許証、パスポート等）の持参・ご提示をお願いします。 
・走行当日は、集合場所において、走行時の注意事項や同意事項への同意、最終的な走行意思の確認のために、ご本人により、走行同意書
にサインをしていただきます。 
・応募用紙の記載に虚偽・不正があったことが判明した場合は、当選は取り消しとさせていただきます。 

 

聖火ランナーにご応募いただくためには、以下の基本応募要件を満たす必要があります。 
 
 2008年4月1日以前に生まれた方とします。ただし、 2020年8月1日（聖火リレー開始月の初日）時点で、18歳
未満の方は保護者の同意が必要です。 
 

 国籍・性別は問いません。 
 

 自らの意思で火を安全に運ぶことができる方とします。ただし、介添えスタッフ（介添者）のサポートは必要に応じ
て可能です。 
 

 政治的・宗教的メッセージを伝えることを目的とする方は、聖火ランナーになることはできません。 
 

 公職選挙法に規定する公職にある方（国会議員、地方公共団体の議員・首長）、公職の候補者や候補者となろ
うとする方、政党や政治団体の党首及びこれに準ずる方は、聖火ランナーになることはできません。 
 

 宗教家が、宗教上の実績で評価されて聖火ランナーになることはできません。 
 

 東京都にゆかりがある方とします。 
 

※ 東京2020オリンピック聖火ランナーに応募いただいた方でも、東京2020パラリンピック聖火ランナーに応募して
頂くこと は可能です。  

聖火ランナーの基本応募要件 

聖火ランナー選定の基本的な考え方 

応募にあたっての注意事項 



東京2020パラリンピック聖火リレー　聖火ランナー応募用紙         東京都聖火リレー実行委員会　
※東京都以外の地域(静岡県、千葉県、埼玉県）での走行を希望する場合は、各県が指定する方法でお申込みください。 ※申込区分（自薦又は他薦）に応じて、⑥（自己PR・応募動機）もしくは⑦、⑧（第三者の推薦、推薦理由）のどちらかをご記入ください。

※ のある項目は✔を入れてください

※必須事項の記入・✓漏れにご注意ください。

　 　 ※記入・✓漏れがある場合、選考を見送る場合があります。

男 女
　

　 　

推薦者の氏名または団体名 職業

（例：会社員、学生、無職など）

勤務先や学校等の名称 E-mail

勤務先や学校等の住所

日本語 英語 （例：会社員、学生、無職など）

　 　

被推薦者（聖火ランナーとして推薦したい人）の同意

※同意の場合は✔を入れてください 　 被推薦者は東京2020パラリンピック聖火ランナーとして走行することに同意します。

※携帯電話がある場合その番号をご記入ください。

　

当てはまるサイズに✔を入れてください

サイズ

　 XS 　 S 　 M 　 L 　 XL 　 2XL 　 3XL 　 4XL

身長 157～163 162～168 167～173 172～178 177～183 182～188 187～193 192～198

チェスト 81～87 85～91 89～95 93～99 97～103 101～107 105～111 109～115

ウエスト 67～73 71～77 75～81 79～85 83～89 87～93 91～97 95～101

　（表記はユニセックスサイズ　／　単位=㎝）

記入日　20   年　　　月　　　日　

①走行希望日
【必須】

　2020年　  　月　  　日
②申込区分

【必須】

自薦　　他薦

③申込者
又は被推薦者
（聖火ランナー
として推薦した
い人）の情報
【必須】

※「自薦」の場合
は、申込者自身の
情報を、「他薦」の
場合は、被推薦者
（聖火ランナーとし
て推薦したい人）
の情報をご記入く
ださい。

※「職業」欄に「無
職」と記入した方
は、「勤務先や学
校等の名称」及び
「勤務先や学校等
の住所欄」に「な
し」とご記入くださ
い。

氏/Surname 名/Given name

フリガナ

氏名

〒　　　－

通称名
※本名以外の呼称で本名に代わるものとして広く通用しているものがある場合のみご記入ください。

番地 マンション名等

当選速報の連絡先はこのメールアドレスになります。

郵便番号

被推薦者（聖火ランナーとして推
薦したい人）との関係

※②申込区分が「他薦」の場合のみご記入ください。東京都にどのようなゆかりがあるのかに触れつつ、【聖火ランナー選定の基本的な考え方】を踏ま
え、パラリンピック聖火ランナーとしてふさわしいと考える理由や共生社会の実現に向けて取り組んでいることなどをご記入ください。

〒　　　－　　　

申込者又は被推薦者との関係 氏名 電話番号 E-mail

国籍
alphabet 年（西暦） 月 日

性別 生年月日

※裏面に続きます 。裏面も必ずご記入ください。

※同意の場合は✔を入れてください

⑨ユニフォーム
サイズ
【必須】

住所　（住民票に記載の住所）

〒　　　－　　　

申込者又は被推薦者が東京2020パラリンピック聖火ランナーとして走行することに同意します。

※②申込区分が自薦の場合のみご記入ください。　 東京都にどのようなゆかりがあるのかに触れつつ、【聖火ランナー選定の基本的な考え方】を踏ま
え、パラリンピックへの想いや共生社会の実現に向けて取り組んでいることなどをご記入ください。

⑧推薦理由

推薦する理由を
400字程度で
ご記入ください

②申込区分が「他
薦」の場合は必須

申込者又は被推薦者との関係 氏名 電話番号

⑥自己PR・
応募動機

400字程度で
ご記入ください

（記入欄は右上に
続きます。）

②申込区分が「自
薦」の場合は必須

⑤保護者の
情報・同意

2020年8月１日
時点で18歳未満

の方は必須

④緊急連絡先
【必須】

E-mail

住所　（住民票に記載の住所）

勤務先や学校等の名称

〒　　　－　　　

⑦第三者の
推薦

（個人または団体）

②申込区分が「他
薦」の場合は必須

※「職業」欄に「無
職」と記入した方
は、「勤務先や学
校等の名称」及び
「勤務先や学校等
の住所欄」に「な
し」とご記入くださ

い。

〒　　－

電話番号

住所　（住民票に記載の住所）

勤務先や学校等の住所

都道府県 市区町村

E-mail 使用言語 職業



障がいの有無 障がいの有無に関わらず、必要な特別な配慮があればお答えください。【任意】 【聖火ランナー応募時の記載事項】

有 無

単独走行の可否

可 不可

介助者の有無 介助者の情報　※介助者「有」に✔をつけた方だけお答えください。【「有」の場合は必須】

氏/Surname 名/Given name 性別

alphabet 男 女

フリガナ 　 　

氏名 国籍
　

有 無

生年月日（2008年4月1日以前生まれの方が対象）

年（西暦）

住所　（住民票に記載の住所）

郵便番号 都道府県 市区町村 番地 マンション名等

〒　　　－　　　

①走行希望日　　以下の日程から、走行希望日を記入してください。※走行日をお約束するものではございません。

　日程
　8/21（金）：　新宿区　→　中野区　→　豊島区　→　北区　→　文京区
　8/22（土）：　千代田区　→　台東区　→　墨田区　→　江東区　→　江戸川区
　8/23（日）：　国立市　→　日野市　→　立川市　→　東大和市　→　国分寺市
　8/24（月）：　西東京市　→　三鷹市　→　府中市　→　調布市　→　世田谷区
　8/25（火）：　中央区　→　港区　→　渋谷区
　
②申込区分
　自薦（第三者による推薦不要）による申込か、他薦（第三者からの推薦）による申込のいずれかにチェックをしてください。

③申込者又は被推薦者（聖火ランナーとして推薦したい人）の情報
申込者又は被推薦者（聖火ランナーとして推薦したい人）の氏名、性別、生年月日、国籍、住民票に記載の住所、電話番号、E-mail

アドレス、使用言語、職業、勤務先や学校等の名称、勤務先や学校等の住所を記入してください。また、本名以外の呼称で本名に代わ
るものとして広く通用しているものがある場合のみ、通称名を記入してください。
なお、性別については、日本人の場合は戸籍に記載の性別、外国人の場合はパスポートに記載の性別を記入してください。

④緊急連絡先
緊急事態が発生した場合等に、走行当日に連絡が取れる方について、申込者又は被推薦者（聖火ランナーとして推薦したい人）との

関係、氏名、電話番号（携帯電話がある場合は携帯電話）、E-mailアドレス、住所を記入してください。

⑤保護者の情報・同意
2020年8月１日時点で申込者又は被推薦者（聖火ランナーとして推薦したい人）が18歳未満の場合、保護者について、申込者又は

被推薦者との関係、氏名、電話番号、E-mailアドレス、住所、申込者又は被推薦者が走行することに同意したことを記入してください。

⑥自己ＰＲ・応募動機（400字程度）　※②申込区分が自薦の場合のみ記入してください。他薦の場合は記入不要です。
「聖火ランナーの基本応募要件」 及び「聖火ランナー選定の基本的な考え方」をふまえて、申込者の自己ＰＲや聖火ランナーとして応

募する動機を記入してください。
　
⑦第三者の推薦※②申込区分が他薦の場合のみ記入してください。自薦の場合は記入不要です。

推薦者（個人・団体の別を問いません。）について、被推薦者（聖火ランナーとして推薦したい人）との関係、推薦者の氏名、E-mailアド
レス、職業、勤務先や学校等の名称、住所、被推薦者（聖火ランナーとして推薦したい人）が走行することに同意したことを記入してくだ
さい。

⑧推薦理由（400字程度）※②申込区分が他薦の場合のみ記入してください。自薦の場合は記入不要です。
　推薦者が被推薦者（聖火ランナーとして推薦したい人）を聖火ランナーとして推薦する理由を記入してください。

⑨ユニフォームサイズ
ユニフォームとして支給されるシャツ、ズボンのサイズについて、サイズ表にチェックをしてください。なお、希望のサイズのユニフォーム

が支給できない場合があり得ますので、ご了承ください。

⑩特別な配慮の必要性
申込者又は被推薦者（聖火ランナーとして推薦したい人）について、障がいの有無、必要な特別な配慮の内容、単独走行の可否、補

助が必要な場合の内容、介助者の有無、介助者の氏名、性別、生年月日、国籍、住民票に記載の住所、電話番号、E-mailアドレス及
び住所を記入してください。なお、性別については、日本人の場合は戸籍に記載の性別、外国人の場合はパスポートに記載の性別を記
入してください。

【聖火ランナー選定の基本的な考え方】
東京2020組織委員会が定める東京2020パラリンピック聖火ランナー選定の基本的な考え方は、下記のとおりです。
　● 幅広い分野から選定
国籍、性別、年齢、障がいの有無等のバランスに配慮しながら幅広い分野から選定し、各々を組み合わせることにより多様性に富んだ

リレーとする

　●  誰かの希望や支えとなる存在
 　　　・誰かに希望を与えている人　　　 ・誰かの支えとなっている人　　　 ・社会基盤、生活基盤の構築に貢献した人
 （例）   国際交流支援活動に取り組む人 / 骨髄バンク等のドナー登録者　　など
　
　●　共生社会を体現する存在
   　　 ・障がいを持ちながらも世の中に向け積極的に発信を行っている人
　　　 ・年齢や国籍にかかわらず各分野で活躍する人　　　 ・共生社会の実現を目指して活動している人
 （例）   障がい者のアスリート、ミュージシャン、アーティスト / 各分野で活躍するシニア世代の人 /
             活躍が期待される若手のホープ / 日本で活躍する外国人 / 海外で活躍する日本人　　など

⑩特別な配慮
の必要性

「有」「無」、
「可」「不可」の✓

は必須

※リレー運営上の手配・準備等の為、差支えの無い範囲でご記載ください。
（車いすを使用される、義足にて走行される、等）

補助が必要な場合の内容　※単独走行「不可」に✔をつけた方だけお答えください【任意】

電話番号 E-mail
月 日

同意事項

東京2020パラリンピック聖火ランナーにご応募いただくためには、以下の全ての項目にご同意いただく必要があります。
以下の各項目の内容をご確認いただき、同意いただける場合には、各項目のチェックボックスに✔を入れてください。

1　個人情報の取り扱いについて
・聖火ランナーの申込に際し、東京2020組織委員会及び東京都聖火リレー実行委員会が収集した個人情報は、東京2020組織委員会及び東京都聖火リレー実行
委員会がそれぞれ定める個人情報保護方針に従って取り扱わせていただきます。漏洩/滅失等をすることがないように、東京2020組織委員会及び東京都聖火リ
レー実行委員会が、保管場所の管理、アクセス制限、持ち出しの制限、外部からの不正なアクセスの防止等、安全に管理するための措置を講じます。また、個人情
報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を遵守いたします。
※　東京２０２０組織委員会の個人情報保護方針： https://tokyo2020.org/jp/privacy-policy/
・聖火ランナーの申込に際し、東京2020組織委員会及び東京都聖火リレー実行委員会が収集した個人情報は、東京都聖火リレー実行委員会が収集した個人情報
について は2020組織委員会に提供された上で、 東京2020パラリンピック聖火リレー及び東京2020大会の実施運営並びに将来のパラリンピックの発展に関する活
動のために、東京2020組織委員会の定める個人情報保護方針に従って、国際パラリンピック委員会及び日本パラリンピック委員会に提供される場合があります。
・聖火ランナーの申込に際し、東京2020組織委員会及び東京都聖火リレー実行委員会が収集した個人情報のうち、氏名・年齢・住所（国名、都道府県名、市区町
村名に限る ） ・自薦理由・推薦理由に関しては、東京都聖火リレー実行委員会が収集した個人情報については東京2020組織委員会に提供された上で、東京2020
大会及び東京2020パラリンピック聖火リレーの広報活動等のために、東京2020組織委員会の定める個人情報保護方針に従って、協力メディア等 （新聞、雑誌、テ
レビ、インターネット等）の第三者及び東京2020組織委員会の業務委託先に提供される場合があります。

2　肖像権・プライバシー権等について
・東京2020組織委員会または東京都聖火リレー実行委員会又はこれらの指定した者が聖火ランナーの肖像等を撮影・録音した映像・写真・音声、及び聖火ラン
ナーの個人情報（氏名、年齢、住所、自己ＰＲ・応募動機、推薦理由。なお、住所は国・都道府県・市区町村までの情報に限ります。） は、東京2020パラリンピック聖
火リレー及び東京2020大会の実施運営並びに将来のパラリンピックの発展に関する活動のために、東京2020組織委員会、国際パラリンピック委員会または東京都
聖火リレー実行委員会又はこれらの指定した者が、それぞれ定める個人情報保護方針等に従って、期間及び地域の制限なく、対価を要さずに、公に公開し、または
商業的もしくは非営利目的を問わず利用できるものとします （例えば、テレビ、新聞、雑誌、インターネット、SNSその他の有形無形を問わない媒体または将来新たな
技術により開発された媒体による利用など、あらゆる利用方法を含みます。）。また、聖火ランナーは、かかる利用行為等に対し、肖像権及びプライバシー権等を主張
しないことに同意いただきます。

3　免責事項等
・走行日当日に聖火ランナーが被った傷害または疾病、紛失及び毀損については、東京2020組織委員会及び東京都聖火リレー実行委員会の故意又は重大な過
失に基づく場合を除き、東京2020組織委員会及び東京都聖火リレー実行委員会は一切の責任を負いません。
・走行日当日に、聖火ランナーが負傷または発病した場合には、応急処置や緊急搬送など、必要な措置を取らせていただきます。この場合、搬送先の病院に対し
て、聖火ランナーの診療情報の提供を求めることがあります。

4　中止・変更
・災害、荒天、事件・事故など、やむを得ない理由により、当日のリレー実施を中止または時間変更する場合がありますのでご了承ください。

5　保護者の同意
・2020年8月１日時点で、18歳未満の方は保護者の同意書が必要です。

6　健康状態について
・走行日当日に、聖火リレー用トーチを自身で保持し、安全に走行できる健康状態でない場合は、走行を取りやめていただく可能性があります。

7　走行当日のスケジュール確保について
・走行日当日は、走行時間を含み、集合から解散まで3時間程度の時間を要しますので、スケジュールの確保をお願いいたします。ランナー選定後に別途ご案内す

る場所での集合、解散となり、途中参加や途中解散は認められませんのでご注意ください。詳細のスケジュールについては、2020年6月下旬以降、ご連絡いたしま
す。

８　代理出走（走行枠の他者への譲渡）について
・本人に代わり別の人を出走させること（代理出走）はできません。聖火ランナー当選後に、何らかの理由で走行不可となった場合、東京2020組織委員会へご連絡く
ださい。

9　反社会的勢力への不関与について
・暴力団、暴力団員（又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者）、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力
集団をはじめ、テロリズムその他の犯罪行為を行うおそれがある団体の構成員又はテロリスト等（疑いがある場合を含みます。）その他これらに準ずる者（以下、総称し
て「反社会的勢力等」といいます。）は走行することができません。
・反社会的勢力等を利用し、反社会的勢力等の維持・運営に関与し、又は反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有するなど反社会的勢力等と不適切
な関係をもつ者は走行することができません。
・聖火リレーの安全確保のため、聖火ランナーの応募者に関する情報を、政府機関等に照会させていただく場合があります。

この応募用紙に必要事項をすべて記入して、下記送付先に郵送でお送りください。 

公募期間：2019年12月16日（月曜日）～2020年２月15日（土曜日） 

送付先：〒163-8691日本郵便株式会社新宿郵便局私書箱第39号  東京都聖火ランナー選考事務局 

電話番号：電話番号03-6277-2459 

（受付時間 9:00～18:30 土・日・祝日・年末年始（12月28日～1月5日）を除く。※但し、2月15日（土曜日）は受付いたします。） 



開催日 開催曜日 市区町村名 出発地 到着地 セレモニー会場

世田谷区 駒沢オリンピック公園 中央広場 けやき広場 けやき広場

狛江市 狛江駅南口ロータリー 狛江市立緑野小学校 狛江駅南口ロータリー

稲城市 いなぎペアパーク 稲城市役所 第一駐車場 いなぎペアパーク

町田市
町田薬師池公園四季彩の杜西園ウェルカ
ムゲート

町田シバヒロ 町田シバヒロ

多摩市 多摩市役所 聖蹟桜ヶ丘駅前 多摩市役所（本庁舎東側広場）

日野市 市民の森スポーツ公園
日野自動車（株） 本社・日野工場 １号
館北側駐車場

日野自動車（株） 本社・日野工場 １号
館北側駐車場

昭島市 昭島市役所 昭和公園 昭島市役所本庁舎 駐車場

八王子市
1964年東京オリンピック大会自転車競技
記念碑

富士森公園 富士森公園

檜原村 檜原村やすらぎの里 であいのひろば 檜原村役場 檜原村やすらぎの里 であいのひろば

奥多摩町 弁天橋東 東長畑橋手前 JR青梅線奥多摩駅 駅前広場

日の出町 日の出町庁舎 亜細亜大学 日の出キャンパス
日の出町庁舎（日の出町ユートピア・
ホール）

青梅市 金剛寺前 青梅市総合体育館 青梅市総合体育館

瑞穂町 瑞穂町郷土資料館 けやき館 瑞穂ビューパーク競技場 瑞穂ビューパーク競技場

羽村市 羽村市スポーツセンター 羽村市動物公園（歩道橋前） 羽村市スポーツセンター

あきる野市 あきる野市民プール 秋川体育館 駐車場 秋川体育館 駐車場

福生市 睦橋東交差点 福生市役所 丘の広場 福生市役所 丘の広場

武蔵村山市 武蔵村山市立第一小学校 ひまわりガーデン武蔵村山 ひまわりガーデン武蔵村山

立川市 立川市子ども未来センター南 TACHIKAWA STAGE GARDEN TACHIKAWA STAGE GARDEN

国立市 ＪＲ国立駅南口ロータリー入口 国立市役所
大学通り（JR国立駅南口ロータリー入
口）

国分寺市 国分寺市ひかりプラザ 泉町都有地 泉町都有地

小平市 上水南町交差点 小平駅南口ロータリー 小平駅南口ロータリー

東大和市 東大和市役所 （市役所通り） 都立東大和南公園　平和広場 都立東大和南公園　平和広場

東村山市 東村山駅東口ロータリー 国立療養所多磨全生園 国立療養所多磨全生園

清瀬市 清瀬市立清瀬第八小学校 清瀬市児童センター 清瀬市立清瀬第八小学校

東久留米市 滝山球場前 東久留米市役所
東久留米市役所（市民プラザ　屋内ひろ
ば）

西東京市 東伏見交差点（青梅街道上） 西東京市立けやき小学校 西東京市立けやき小学校

小金井市 栗山公園 武蔵小金井駅南口 コミュニティ広場2号 コミュニティ広場2号

府中市 府中市民陸上競技場 東京競馬場 東京競馬場

調布市 深大寺 調布駅前広場 深大寺

三宅村 調整中 調整中 調整中

神津島村 調整中 調整中 調整中

新島村（新島） 調整中 調整中 調整中

新島村（式根島） 調整中 調整中 調整中

利島村 調整中 調整中 調整中

大島町 調整中 仲の原園地 仲の原園地

（木）

（金）

（土）

（日）

（月）

（火）

（水）

7月14日

7月15日

7月16日

都内オリンピック聖火リレールート　出発地・到着地・セレモニー会場一覧

7月10日

7月11日

7月12日

7月13日

【分類】

グランドスタート・ゴール

出発式

セレブレーション

S1050101
＜参考資料４＞



開催日 開催曜日 市区町村名 出発地 到着地 セレモニー会場

都内オリンピック聖火リレールート　出発地・到着地・セレモニー会場一覧

【分類】

グランドスタート・ゴール

出発式

セレブレーション

御蔵島村 調整中 調整中 調整中

八丈町 調整中 調整中 調整中

青ヶ島村 調整中 調整中 調整中

小笠原村（父島） 調整中 調整中 調整中

小笠原村（母島） 調整中 調整中 調整中

三鷹市
三鷹中央防災公園・元気創造プラザ 中央
広場

三鷹駅前交差点
三鷹中央防災公園・元気創造プラザ 中央
広場

武蔵野市 吉祥寺駅北口 はな子像 武蔵野陸上競技場 武蔵野陸上競技場

杉並区 杉並区立桃井原っぱ公園 蚕糸の森公園正面 杉並区立桃井原っぱ公園

中野区 中野四季の森公園 山手通り 路上 中野四季の森公園 イベントエリア

練馬区 石神井公園駅（西口・富士街道） 練馬区立練馬総合運動場公園 練馬区立練馬総合運動場公園

豊島区 池袋西口公園 豊島区立芸術文化劇場 池袋西口公園

板橋区 小豆沢公園 板橋区役所 小豆沢公園

北区 北区役所 赤羽スポーツの森公園競技場 赤羽スポーツの森公園競技場

足立区 竹の塚交差点 東京都中央卸売市場足立市場 東京都中央卸売市場足立市場

葛飾区 葛飾区役所
葛飾区奥戸総合スポーツセンター　体育
館前

葛飾区役所

江戸川区 ＦＭラジオ局前 船堀駅北口広場 江戸川区立第三松江小学校校庭

墨田区 墨田区立隅田公園 国技館 墨田区立隅田公園

荒川区 東尾久運動場 駐車場 南千住野球場 南千住野球場

台東区 台東リバーサイドスポーツセンター 国立西洋美術館前
台東リバーサイドスポーツセンター 陸上
競技場

文京区 トヨタ自動車 東京本社モニュメント前 教育の森公園自由広場 教育の森公園自由広場

千代田区 万世橋北側 四ツ谷駅前 調整中

千代田区 山王日枝神社階段下 ＮＴＴドコモ本社所在ビル横

中央区 銀座八丁目交差点 中央区立浜町公園 中央区立浜町公園

江東区 富岡八幡宮 明治通り（香取神社前） 富岡八幡宮

江東区 メガウェブ　ヒストリーガレージ2F メガウェブ　トヨタシティショウケース

大田区 大森ふるさとの浜辺公園 大田区役所 大森ふるさとの浜辺公園

品川区 東品川海上公園入口 しながわ中央公園（西側広場） しながわ中央公園（西側広場）

目黒区 目黒区総合庁舎 めぐろ区民キャンパス 目黒区総合庁舎

渋谷区 文化村通り 大山公園 文化村通り

港区 溜池山王駅付近ビル前 港区立芝公園 港区立芝公園

7月24日 （金） 新宿区 都庁北側ビル前広場 東京都庁 都庁北側ビル前広場

（水）

（木）

（金）

（土）

（日）

（月）

（火）

7月20日

7月21日

7月22日

7月23日

7月17日

7月18日

7月19日



オリンピック聖火リレー リハーサルについて 

 

オリンピック聖火リレーの本番で走行する都内のルートの一部やセレブレーショ

ン会場において、本番と同様のオペレーションで聖火リレーのリハーサルを実施する

予定。 

 

１ 実施主体 

主催：東京 2020組織委員会 

 共催：東京都聖火リレー実行委員会 

  

２ 実施予定日：２０２０年２月１５日（土） 

  （実施時間は、午前中から１９時頃までを想定） 

 

３ 実施予定場所：羽村市、国分寺市、八王子市を予定。 

（実施場所については、調整中につき、今後公表を予定） 

 

４ 実施予定内容 

 ・公道におけるオリンピック聖火リレー隊列の走行（公開予定） 

  （ダミーランナーによる聖火リレートーチを持った走行を予定） 

 ・セレブレーションのリハーサル（非公開予定） 
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12月22日現在

走行予定日 名　　前 カナ 走行予定日 名　　前 カナ

7月10日 安藤花笑 アンドウカエミ 7月14日 峯岸茜 ミネギシアカネ

7月10日 石川さゆり イシカワサユリ 7月14日 吉田昌子 ヨシダショウコ

7月10日 小川忠吉 オガワタダヨシ 7月15日 姉松かつ代 アネマツカツヨ

7月10日 鹿沼由理恵 カヌマユリエ 7月15日 遠藤りろ エンドウリロ

7月10日 工藤翔矢 クドウショウヤ 7月15日 大竹爾喜 オオタケニキ

7月10日 窪田満 クボタミツル 7月15日 岡崎芳子 オカザキヨシコ

7月10日 毛塚敬進 ケヅカタカノブ 7月15日 尾崎明維 オザキメイ

7月10日 齋藤龍音 サイトウリオン 7月15日 小畑由利 オバタユリ

7月10日 七野一輝 シチノカズキ 7月15日 小俣大輔 オマタダイスケ

7月10日 髙木里汀 タカギリナ 7月15日 金田和也 カネダカズヤ

7月10日 仲川希久 ナカガワキク 7月15日 川本ゆかり カワモトユカリ

7月10日 平賀煌士 ヒラガコウシ 7月15日 サイード横田仁奈 サイードヨコタニナ

7月10日 前岡里奈 マエオカリナ 7月15日 早乙女勇一 サオトメユウイチ

7月10日 三輪一博 ミワカズヒロ 7月15日 内藤光輝 ナイトウコウキ

7月10日 森山成子 モリヤマナリコ 7月15日 中道日翔 ナカミチハルト

7月10日 横田貴洋 ヨコタタカヒロ 7月15日 舛淵智貴 マスブチトモキ

7月11日 赤枝朋嘉 アカエダトモヨシ 7月15日 村岡大輔 ムラオカダイスケ

7月11日 浅野杏樹マリ アサノアンジュマリ 7月15日 本島光造 モトシマコウゾウ

7月11日 伊藤俊介 イトウシュンスケ 7月15日 吉田孟永 ヨシダモトノリ

7月11日 生沼俊佑 オイヌマシュンスケ 7月16日 浅沼掬吉 アサヌマキクヨシ

7月11日 河井一桜 カワイイチオ 7月16日 浅野啓一 アサノケイイチ

7月11日 小須田一久 コスダイッキュウ 7月16日 植松輝男 ウエマツテルオ

7月11日 齋藤吾朗 サイトウゴロウ 7月16日 大澤愿 オオサワスナオ

7月11日 中島拓也 ナカジマタクヤ 7月16日 覺正恒彦 カクショウツネヒコ

7月11日 土方愛 ヒジカタメグミ 7月16日 紙屋十磨 カミヤトオマ

7月11日 福士湊 ﾌｸｼﾐﾅﾄ 7月16日 岸輝 キシヒカリ

7月11日 巻淵恵 マキフチメグミ 7月16日 小蔦広美 コツタヒロミ

7月11日 矢澤亜季 ヤザワアキ 7月16日 畝本麻衣 セモトマイ

7月12日 市川治郎 イチカワジロウ 7月16日 坪木優果 ツボキユウカ

7月12日 榎本幸子 エノモトユキコ 7月16日 中村拓美 ナカムラタクミ

7月12日 遠藤良宏 エンドウヨシヒロ 7月16日 長谷川琉凪 ハセガワルナ

7月12日 小林愛佳 コバヤシアイカ 7月16日 藤井千咲 フジイチサキ

7月12日 小林孝予 コバヤシタカヨ 7月16日 松田天空 マツダアンク

7月12日 小林親弘 コバヤシチカヒロ 7月16日 村山夢渚 ムラヤマユナ

7月12日 塩野稚子 シオノユカコ 7月16日 山本璃乙 ヤマモトリオ

7月12日 篠原ともえ シノハラトモエ 7月16日 調布リトルリーグ・リトルシニア  伊藤遼 イトウハルカ

7月12日 島崎帆乃華 シマザキホノカ 7月16日 調布リトルリーグ・リトルシニア  大和田陽翔 オオワダハルト

7月12日 島﨑茉央 シマザキマオ 7月16日 調布リトルリーグ・リトルシニア  越智継治郎 オチケイジロウ

7月12日 清水勝己 シミズカツミ 7月16日 調布リトルリーグ・リトルシニア  掛場佑人 カケバユウト

7月12日 仙石智也 センゴクトモヤ 7月16日 調布リトルリーグ・リトルシニア  川口大志 カワグチタイシ

7月12日 玉袋筋太郎 タマブクロスジタロウ 7月16日 調布リトルリーグ・リトルシニア  岸川和広 キシカワカズヒロ

7月12日 羽生美柚 ハブミユ 7月16日 調布リトルリーグ・リトルシニア  小針大輝 コバリダイキ

7月12日 原京子 ハラキョウコ 7月16日 調布リトルリーグ・リトルシニア  西川立翼 ニシカワリツ

7月12日 武藤裕亮 ﾑﾄｳﾕｳｽｹ 7月16日 調布リトルリーグ・リトルシニア  西澤丈 ニシザワジョウ

7月12日 和食未香 ワジキミカ 7月16日 調布リトルリーグ・リトルシニア  三﨑悠人 ミサキユウト

7月13日 秋山エリカ アキヤマエリカ 7月17日 鮎川琉生 アユカワルイ

7月13日 遠藤奈央 エンドウナオ 7月17日 岡田大輝 オカダダイキ

7月13日 大野瞳子 オオノトウコ 7月17日 狩野舞子 カノウマイコ

7月13日 柿田和江 カキタカズエ 7月17日 川田奈未 カワダナミ

7月13日 金子宙夢 カネコヒロム 7月17日 木村真也 キムラシンヤ

7月13日 栗原達夫 クリハラタツオ 7月17日 小池則子 コイケノリコ

7月13日 下元香凜 シモモトカリン 7月17日 小林幸一郎 コバヤシコウイチロウ

7月13日 高山玲渚 タカヤマレイナ 7月17日 馬場乙嘉 ババオトカ

7月13日 中野修 ナカノオサム 7月17日 日比野咲 ヒビノサキ

7月13日 野中洋 ノナカヒロシ 7月17日 廣江明日香 ヒロエアスカ

7月13日 水野健太郎 ミズノケンタロウ 7月17日 廣江憲吾 ヒロエケンゴ

7月13日 峰岸陽向 ミネギシヒナタ 7月17日 廣江もみじ ヒロエモミジ

7月13日 元木久 モトキヒサシ 7月17日 広瀬昭彦 ヒロセアキヒコ

7月13日 山下洋輔 ﾔﾏｼﾀﾖｳｽｹ 7月17日 吉田武 ヨシダタケシ

7月13日 渡邊寛子 ワタナベヒロコ 7月18日 井口哲次郎 イグチテツジロウ

7月14日 有馬佑介 アリマユウスケ 7月18日 池永正幸 イケナガマサユキ

7月14日 佐藤理恵 サトウリエ 7月18日 稲葉貴子 イナバタカコ

7月14日 志村けん シムラケン 7月18日 今井星那 イマイセナ

7月14日 空岡祈実 ソラオカイノリ 7月18日 大串和佳那 オオグシワカナ

7月14日 築山泰浩 ツキヤマヤスヒロ 7月18日 大西瞳 オオニシヒトミ

7月14日 土屋礼央 ツチヤレオ 7月18日 木村葉子 キムラヨウコ

7月14日 平沢保治 ヒラサワヤスジ 7月18日 倉林琴美 クラバヤシコトミ

7月14日 平田智一 ヒラタトモカズ 7月18日 小森万凛 コモリバンリ

7月14日 比留間千冬 ヒルマチフユ 7月18日 近藤瑞穂 コンドウミズホ

7月14日 福間洸太朗 フクマコウタロウ 7月18日 中川翔子 ナカガワショウコ

7月14日 前田杏子 マエダキョウコ 7月18日 鳴島沙紀 ナルシマサキ

7月14日 マセソン美季 マセソンミキ 7月18日 原山尤子 ハラヤマユウコ

オリンピック聖火ランナー当選者公表リスト（東京都実行委員会分）

※走行予定日ごとに五十音順で掲載しています。

全公表者 

　　　　※1　氏名等公表の意思確認等、準備が整った方について公表しています。今後も順次HPにおいて公表します。
　　　　※2　グループランナーについては、全員の意思確認等、準備が整ったグループのみ公表しています。
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オリンピック聖火ランナー当選者公表リスト（東京都実行委員会分）

全公表者 

走行予定日 名　　前 カナ 走行予定日 名　　前 カナ

7月18日 細井愛香 ホソイアイカ 7月22日 西尾智之 ニシオトモユキ

7月18日 松野幹孝 マツノヨシタカ 7月22日 増田汐里 マスダシオリ

7月18日 吉田稔夫 ヨシダトシオ 7月22日 松田撫子 マツダナデシコ

7月18日 若山太郎 ワカヤマタロウ 7月22日 三上アミナ ミカミアミナ

7月19日 江渡くるみ エトクルミ 7月22日 森紀乃 モリコトノ

7月19日 及川美来 オイカワミク 7月22日 吉田和可 ヨシダワカ

7月19日 小川和宏 オガワカズヒロ 7月23日 稲冨優美花 イナトミユミカ

7月19日 川岸琉生 カワギシルイ 7月23日 金井由光 カナイヨシミツ

7月19日 櫻井正男 サクライマサオ 7月23日 金本兼次郎 カネモトカネジロウ

7月19日 佐藤英夫 サトウヒデオ 7月23日 栗本キミ代 クリモトキミヨ

7月19日 佐藤マツイ サトウマツイ 7月23日 坂本昌哩杏 サカモトマリア

7月19日 佐野優子 サノユウコ 7月23日 長谷文彦 ナガタニフミヒコ

7月19日 重田雅敏 シゲタマサトシ 7月23日 西川茉悠子 ニシカワマユコ

7月19日 島佳広 シマヨシヒロ 7月23日 梅井清香 バイキヨカ

7月19日 庄古知久 ショウコトモヒサ 7月23日 原辰徳 ハラタツノリ

7月19日 杉浦太陽 スギウラタイヨウ 7月23日 三田春彦 ミタハルヒコ

7月19日 高田由美 タカダユミ 7月23日 四世 石田不識 ヨンセイ　イシダフシキ

7月19日 髙橋功 タカハシイサオ 7月24日 岡村享一 オカムラキョウイチ

7月19日 辻夕香 ツジユカ 7月24日 神田隆弘 カンダタカヒロ

7月19日 三浦りさ ミウラリサ 7月24日 桑島恵美子 クワジマエミコ

7月19日 宮里丞 ミヤザトジョウ 7月24日 堀君吉 ホリキミヨシ

7月19日 宮澤教子 ミヤザワノリコ 7月24日 三井梨紗子 ミツイリサコ

7月19日 村田真帆 ムラタマホ 7月24日 八木陽平 ヤギヨウヘイ

7月19日 持田玲 モチダレイ

7月19日 脇元大樹 ワキモトタイキ

7月20日 鮎澤花音 アユザワカノン

7月20日 内海柚良 ウツミユラ

7月20日 大掛まさ美 オオガケマサミ

7月20日 加藤結大 カトウユウタ

7月20日 亀梨和也 カメナシカズヤ

7月20日 北野大 キタノマサル

7月20日 河野龍之介 コウノリュウノスケ

7月20日 小林好仁 ｺﾊﾞﾔｼﾖｼﾋﾄ

7月20日 佐久間明夫 サクマアキオ

7月20日 杉山佳帆 ｽｷﾞﾔﾏｶﾎ

7月20日 鈴木花恋 スズキカレン

7月20日 竹宇治聡子 タケウジサトコ

7月20日 田村亜紀 タムラアキ

7月20日 バリージョシュアグリズデイル バリージョシュアグリズデイル

7月20日 深尾優太 フカオユウタ

7月20日 増田宏子 マスダヒロコ

7月20日 渡利真結 ワタリマユイ

7月21日 浅川雄基 アサカワユウキ

7月21日 油木ひなた アブラキヒナタ

7月21日 市岡秀昭 イチオカヒデアキ

7月21日 江藤照美 エトウテルミ

7月21日 大上カレン オオウエカレン

7月21日 金子知子 カネコトモコ

7月21日 齋藤恵美子 サイトウエミコ

7月21日 新見啓明 シンミケイメイ

7月21日 髙橋海有 タカハシカイユウ

7月21日 竹内秀哉 タケウチヒデヤ

7月21日 中田悠花 ナカタハルカ

7月21日 庭崎敬 ニワサキケイ

7月21日 福田隆 フクダタカシ

7月21日 藤澤陽子 フジサワヨウコ

7月21日 伯耆原康治 ホウキバラコウジ

7月21日 南敬太 ミナミケイタ

7月21日 文字真惟 モンジマイ

7月21日 山下侑基人 ヤマシタユキト

7月22日 稲川佳代 イナガワカヨ

7月22日 稲生利幸 イノウトシユキ

7月22日 大野青空 オオノソラ

7月22日 沖田眞佐子 オキタマサコ

7月22日 柿下秋男 カキシタアキオ

7月22日 小暮友貴 コグレユウキ

7月22日 渋谷朋希 シブヤトモキ

7月22日 東海林克江 ショウジカツエ

7月22日 鈴木英明 スズキヒデアキ

7月22日 髙田千明 タカダチアキ

7月22日 田巻早菜 タマキサナ

7月22日 中野陽子 ナカノヨウコ

※走行予定日ごとに五十音順で掲載しています。

　　　　※1　氏名等公表の意思確認等、準備が整った方について公表しています。今後も順次HPにおいて公表します。
　　　　※2　グループランナーについては、全員の意思確認等、準備が整ったグループのみ公表しています。
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 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会  

<Tokyo 2020.NEWS-2019-378> 

 2019 年 11 月 22 日 

 

 

東京 2020 パラリンピック聖火リレー 

採火・出立実施場所、聖火リレールート概要、聖火ランナー募集概要を発表！ 

 

 東京 2020 組織委員会は、本日 11 月 22 日（金）に東京 2020 パラリンピック聖火リレーにおける採

火・出立実施場所、聖火リレールート概要、聖火ランナー募集概要を発表しました。 

 

※東京 2020 パラリンピック聖火リレーの実施スケジュール等の概要については、別紙 1「東京 2020 

パラリンピック聖火リレー概要」をご参照ください。 

 

➢ 採火・出立実施場所 

■全国 700 ヵ所超の市区町村内で採火・出立を実施 

2020 年 8 月 13 日～17 日に競技開催 4 都県（東京都・埼玉県・千葉県・静岡県）以外の 43 道府県、

および 8 月 18 日～21 日には競技開催 4 都県において、合わせて日本全国 700 ヵ所超の市区町村内で

「採火」や「出立」を行います。 

※実施場所の詳細は、別紙 2「採火・出立実施場所、リレー通過市区町村一覧」をご参照ください。 

※実施場所の市区町村数は、市町村と特別区の合計数となります。 

※ストーク・マンデビルの採火は 8 月 20 日に行われます。詳細は今後、IPC と調整します。 

 

➢ 聖火リレールート概要 

2020 年 8 月 18 日～21 日、競技開催都県（静岡県・千葉県・埼玉県・東京都）では各都県内で採火し

た『東京 2020 パラリンピック聖火（●●都県）』をトーチにともし、聖火リレーを行います。そして、

8 月 21 日に実施する集火式にて全国各地およびストーク・マンデビルからの火が『東京 2020 パラリン

ピック聖火』として一つになり、8 月 22 日～25 日に、東京 2020 パラリンピック開催都市である東京

都で聖火リレーを実施します。 
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■ルート選定の基本的な考え方 

ボーダレスに人と人との新たな出会いを生みだせる場所 

・国内外から多くの人々が集い、新たな出会いが生みだせる場所。 

（多くの若者が集う街中、地域を代表するお祭りやイベント会場、観光地や景勝地など） 

 

共生社会（誰もが活躍する社会）の実現に資する場所 

・年齢・国籍・性別を問わず人が出会い・活動している場所（学校、老人ホームなど） 

・障がいの有無を越えて人が出会い・支えあっている場所（リハビリテーション施設、障がい者支援施

設など） 

 

パラリンピック聖火リレーならではの場所 

・その街・その土地で東京 2020 オリンピック聖火リレーとは異なった魅力に出会える場所（夜景・夕

景の美しい場所など） 

・パラリンピックや障がい者スポーツと親和性のある場所（障がい者スポーツセンターなど） 

 

※聖火リレーの通過市区町村の詳細は別紙 2「採火・出立実施場所、リレー通過市区町村一覧」をご参

照ください。 

※道路レベルの詳細な走行経路については、引き続き、各都県と調整し、2020 年春頃に発表する予定

です。 

 

➢ 聖火ランナー募集概要 

 2020 年 8 月 18 日～21 日の競技開催都県、および 8 月 22 日～25 日の開催都市東京都にて、「はじめ

て出会う 3 人」が一つのチームになって走る聖火リレーでは、以下の概要にて聖火ランナーを募集しま

す。 

 

■聖火ランナー公募にご応募いただける方 
＜主なポイント＞ 

●2008 年 4 月 1 日以前に生まれた方 

●国籍・性別は問いません 

 

「聖火ランナーの基本応募要件」と「応募に当たっての主な注意事項」は以下のとおりです。 

※詳細は、各応募先（東京 2020 パラリンピック聖火リレープレゼンティングパートナーおよび各都県）

が今後随時発表する聖火ランナー募集要項でご確認ください。 

 

＜聖火ランナーの基本応募要件＞ 

聖火ランナーにご応募いただくためには、以下の基本応募要件を満たす必要があります。 

・2008 年 4 月 1 日以前に生まれた方とします。ただし、2020 年 8 月 1 日（聖火リレー開始月の初日）

時点で、18 歳未満の方は保護者の同意が必要です。 

・国籍・性別は問いません。 

・自らの意思で火を安全に運ぶことができる方とします。ただし、介添えスタッフ（介添者）のサポー

トは必要に応じて可能です。 
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・政治的・宗教的メッセージを伝えることを目的とする方は、聖火ランナーになることはできません。 

・公職選挙法に規定する公職にある方（国会議員、地方公共団体の議員・首長）、公職の候補者や候補者

となろうとする方、政党や政治団体の党首およびこれに準ずる方は聖火ランナーになることはできま

せん。 

・宗教家が、宗教上の実績で評価されて聖火ランナーになることはできません。 

 

＜聖火ランナー応募に当たっての主な注意事項＞ 

・私的な宣伝・PR 行為はできません。 

・1 名ごとにご応募ください。複数人が連名で応募することはできません。 

・聖火ランナーは、東京 2020 組織委員会が支給するユニフォームを着用し、走行していただきます。 

・1 名あたりの走行距離は、約 200m です。（200m を上回る場合や、満たない場合もありますので、ご

了承ください。走行速度は、ご自身のペースでゆっくり走る程度です。）  

・聖火ランナーとして決定した方の走行日時・走行場所は、東京 2020 組織委員会が別途指定します。 

・車いす等の走行に必要な機器・器具が必要な場合は、ご自身で手配をお願いします。 

 ※車いすに聖火リレートーチを接続するアタッチメントは、東京 2020 組織委員会にて手配します。 

 ※単独走行が困難な方は､介助者を 1 名付けていただくことが可能です。 

 ※必要に応じて、身体障がい者補助犬とともに走行することができます。 

・落選された方への落選通知は行いません。 

・東京 2020 オリンピック聖火ランナーに応募された方も、応募対象となります。 

 
 

■聖火ランナー応募方法 
※詳細は、各応募先が今後随時発表する聖火ランナー募集要項をご覧ください。 

＜聖火ランナーの応募先＞ 

東京 2020 パラリンピック聖火リレープレゼンティングパートナーである「株式会社 LIXIL」と「各

都県」から応募可能です。 

※応募期間は以下のとおりです。 

●2019 年 11 月 27 日（水）～2020 年 2 月 29 日（土）株式会社 LIXIL 

●2019 年 12 月 16 日（月）～2020 年 2 月 15 日（土）各都県 

・都県への応募は、走行を希望する各都県とのゆかりがある方が対象となります。 

・同一人物による「プレゼンティングパートナーおよび都県への同時応募」が可能です。但し「複数

の都県への応募」はできません。 

・複数の応募先に応募いただいた場合でも、複数の応募先から聖火ランナーとして選出されることは

ありません。走行できるのは１回のみです。 

 
 

■聖火ランナー決定までの流れ 
各応募先（プレゼンティングパートナーおよび各都県）が、応募者から提出された事項を基に、下記

に記載する「聖火ランナー選定の基本的な考え方」に沿って選考を行い、東京 2020 組織委員会に候

補者を推薦し、東京 2020 組織委員会が聖火ランナーを決定します。 

なお、聖火ランナーの決定発表は、2020 年 5 月以降に実施します。 

 
 

■聖火ランナー選定の基本的な考え方 
 

幅広い分野から選定 

●国籍、性別、年齢、障がいの有無等のバランスに配慮しながら幅広い分野から選定し、各々を組み

合わせることにより多様性に富んだリレーとする 
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誰かの希望や支えとなる存在  

●誰かに希望を与えている人 

●誰かの支えとなっている人 

●社会基盤、生活基盤の構築に貢献した人 

〈例〉国際交流支援活動に取り組む人 / 骨髄バンク等のドナー登録者 など 

     

共生社会を体現する存在 

●障がいを持ちながらも世の中に向け積極的に発信を行っている人 

●年齢や国籍にかかわらず各分野で活躍する人 

●共生社会の実現を目指して活動している人  

 〈例〉障がい者のアスリート、ミュージシャン、アーティスト / 各分野で活躍するシニア世代の人 / 

活躍が期待される若手のホープ / 日本で活躍する外国人 / 海外で活躍する日本人 など 

 

【素材のダウンロードについて】 

東京 2020 報道関係者向けプレスキット（URL：https://media.tokyo2020.org/jp/press-room/press-kit/）

において、東京 2020 パラリンピック聖火リレーコンセプト映像の素材がダウンロードできます。 

ユーザー名：media   パスワード：tokyo2020media 

 

※素材使用の注意事項 

本素材は、報道機関による目的（番組内での使用、新聞・雑誌・インターネット記事の編集目的にの

み使用ができます。報道機関であっても、自社のプロモーション目的や事業等に使用することはでき

ません。 

 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 

広報局広報部戦略広報課  

電話：03-6631-1949 / FAX：03-3502-8874 

担当：安野・高橋 

Email: pressoffice@tokyo2020.jp 

 

 

【東京 2020 パラリンピック聖火リレーについて】 

オリンピックの熱気と興奮をつなぐべく、オリンピック終了後、2020年 8月 13日から 8月 25日のパラリンピック開会式までの移行

期間に開催します。2020年を契機に共生社会を実現し、人と人、人と社会との、「新しいパートナーシップ」を考えるきっかけとなる

ことを目指し、原則として「はじめて出会う 3人」がチームになってリレーを行います。聖火は 8月 13 日から全 47都道府県で採火さ

れ、イギリスのストーク・マンデビルで採火された炎とともに、8 月 21 日に開催都市東京で行われる“集火式”で統合されて、東京

2020 パラリンピック聖火となります。パラリンピックを応援する全ての人の熱意が一つに集まった聖火は、翌 8月 22日から東京のま

ちをリレーで駆け抜け、8月 25日の開会式に届けられます。 

 

https://media.tokyo2020.org/jp/press-room/press-kit/
mailto:pressoffice@tokyo2020.jp
S1050101
テキストボックス
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東京2020パラリンピック聖火リレー概要

別紙1

シーン1：「日本各地に熱意の火が灯る。」

2020年8月13日（木）～8月17日（月）

採火⇒ 聖火ビジット（任意）⇒出立

シーン2：「パラリンピック競技開催都市を、光り輝く炎が駆け抜ける。」

2020年8月18日（火）～8月21日（金）

採火⇒ 聖火ビジット（任意）⇒聖火リレー⇒出立※3県から

シーン3：「パラリンピックを応援する全ての熱意が一つに。東京2020パラリンピック聖火が生まれる。」

2020年8月21日（金）夜

集火式
全国47都道府県とストーク・マンデビルの火が東京に集まり1つの炎へと統合され、
「東京2020パラリンピック聖火」が誕生します。

2020年8月22日（土）～8月25日（火）

開催都市内聖火リレー

・聖火フェスティバル：採火、聖火ビジット、４都県で採火した火による聖火リレー、出立の総称。
・採火：それぞれの共生社会への思いが込められた火を独自の手法にて採火。

※各都道府県のうち複数箇所で採火を実施する自治体は、出立の前に「集火」を行い、炎を一つに統合します。
・聖火ビジット：学校や病院、パラリンピックゆかりの地などへの炎の訪問イベント。
・出立：各道府県から採火した火「東京2020パラリンピック聖火（●●道府県）」を開催都市東京へ送り出す。

43道府県

競技開催都県（静岡県・千葉県・埼玉県・東京都）

東京都

東京都

2020年8月



別紙2採火・出立実施場所、リレールート通過市区町村一覧

◆「43道府県 採火・出立実施場所」
※今後変更となる可能性があります。

1

道府県 イベント 会場のある市町村名

北海道
採火 札幌市

出立 札幌市

青森県

採火 弘前市、八戸市、十和田市、三沢市、平内町、中泊町、野辺地町

県内集火 青森市

出立 三沢市

岩手県

採火

盛岡市、宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、
二戸市、八幡平市、奥州市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、西和賀町、
金ケ崎町、平泉町、住田町、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、軽米町、野田村、
九戸村、洋野町、一戸町

県内集火 盛岡市

出立 盛岡市

宮城県

採火 仙台市、気仙沼市、角田市、岩沼市、東松島市、大崎市、蔵王町、亘理町、加美町

県内集火 仙台市

出立 仙台市

秋田県

採火
秋田市、能代市、横手市、大館市、男鹿市、湯沢市、鹿角市、由利本荘市、潟上市、大仙市、
北秋田市、にかほ市、仙北市、小坂町、上小阿仁村、藤里町、三種町、八峰町、五城目町、
八郎潟町、井川町、大潟村、美郷町、羽後町、東成瀬村

県内集火 秋田市

出立 秋田市

山形県

採火

山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、天童市、
東根市、尾花沢市、南陽市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町、
金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、高畠町、川西町、小国町、
白鷹町、飯豊町、庄内町、三川町、遊佐町

県内集火 （調整中）

出立 （調整中）

福島県
採火 郡山市

出立 郡山市

茨城県
採火 水戸市

出立 水戸市

栃木県

採火
宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、
那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、
壬生町、野木町、那須町

県内集火 （調整中）

出立 （調整中）

群馬県

採火 前橋市、沼田市、東吾妻町、藤岡市、富岡市、館林市

県内集火 伊勢崎市

出立 伊勢崎市

神奈川県

採火

横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、
三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、
寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、
愛川町、清川村

県内集火 横浜市

出立 横浜市

新潟県

採火
新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、
燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、阿賀野市、佐渡市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、
聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村、関川村、粟島浦村

県内集火 新潟市

出立 新潟市

富山県

採火
富山市、高岡市、射水市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、
上市町、舟橋村、立山町、入善町、朝日町

県内集火 富山市

出立 富山市
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◆「43道府県 採火・出立実施場所」
※今後変更となる可能性があります。

2

道府県 イベント 会場のある市町村名

石川県

採火 加賀市、小松市、野々市市、金沢市、七尾市、輪島市、珠洲市

県内集火 金沢市

出立 金沢市

福井県

採火
福井市、敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、永平寺町、
池田町、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町

県内集火 福井市

出立 福井市

山梨県

採火 甲府市、道志村、山中湖村、小菅村、丹波山村

県内集火 甲府市

出立 甲府市

長野県

採火
長野市、松本市、上田市、富士見町、伊那市、箕輪町、辰野町、小海町、白馬村、山ノ内町、
飯田市、高森町、木曽町

県内集火 長野市

出立 長野市

岐阜県

採火
岐阜市、大垣市、高山市、多治見市、関市、中津川市、美濃市、瑞浪市、羽島市、恵那市、土岐市、
各務原市、郡上市、下呂市、海津市、養老町、垂井町、神戸町、輪之内町、揖斐川町、大野町、
池田町、八百津町、東白川村、御嵩町

県内集火 岐阜市

出立 岐阜市

愛知県

採火

名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、
刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、
東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、
清須市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大治町、蟹江町、
飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、東栄町

県内集火 名古屋市

出立 名古屋市

三重県

採火
桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山市、
津市、松阪市、多気町、明和町、大台町、伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、大紀町、
南伊勢町、伊賀市、名張市、尾鷲市、紀北町、熊野市、御浜町、紀宝町

県内集火 津市

出立 津市

滋賀県
採火 東近江市

出立 東近江市

京都府

採火
京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、
八幡市、京丹後市、南丹市、木津川市、京丹波町、与謝野町

府内集火 京都市

出立 京都市

大阪府

採火 （調整中）

府内集火 堺市

出立 堺市

兵庫県

採火

神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町、明石市、
加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、西脇市、小野市、姫路市、神河町、市川町、福崎町、相生市、
たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、豊岡市、養父市、 朝来市、香美町、新温泉町、
丹波市、丹波篠山市、淡路市、洲本市、南あわじ市

県内集火 神戸市

出立 神戸市

奈良県
採火 奈良市

出立 奈良市
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道府県 イベント 会場のある市町村名

和歌山県
採火 田辺市

出立 田辺市

鳥取県

採火 鳥取市、米子市

県内集火 倉吉市

出立 倉吉市

島根県

採火 安来市、雲南市、益田市、江津市、出雲市、松江市、川本町、大田市、津和野町、邑南町、浜田市

県内集火 松江市

出立 松江市

岡山県

採火
岡山市、倉敷市、津山市、玉野市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、備前市、瀬戸内市、
赤磐市、真庭市、美作市、浅口市、和気町、早島町、里庄町、矢掛町、新庄村、鏡野町、勝央町、
奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町、吉備中央町

県内集火 （調整中）

出立 （調整中）

広島県

採火
広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、
廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、
大崎上島町、世羅町、神石高原町

県内集火 広島市

出立 広島市

山口県

採火
下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、美祢市、
周南市、山陽小野田市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町

県内集火 山口市

出立 山口市

徳島県

採火

徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、吉野川市、阿波市、美馬市、三好市、勝浦町、上勝町、
佐那河内村、石井町、神山町、那賀町、牟岐町・美波町・海陽町※、松茂町、北島町、藍住町、
板野町、上板町、つるぎ町、東みよし町

※牟岐町・美波町・海陽町は3町で合同実施

県内集火 徳島市

出立 徳島市

香川県

採火 高松市、丸亀市、坂出市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、三木町、宇多津町、綾川町

県内集火 高松市

出立 高松市

愛媛県

採火 松山市、今治市、西予市

県内集火 松山市

出立 松山市

高知県

採火

（調整中）県内集火

出立

福岡県

採火

北九州市、福岡市、大牟田市、直方市、飯塚市、田川市、八女市、大川市、豊前市、春日市、
宗像市、古賀市、うきは市、みやま市、糸島市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、
新宮町、久山町、粕屋町、桂川町、大木町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、苅田町、みやこ町、
上毛町、築上町

県内集火 福岡市

出立 福岡市

佐賀県
採火 佐賀市

出立 佐賀市

長崎県

採火 長崎市、佐世保市、島原市、諫早市、大村市

県内集火 長崎市

出立 長崎市

別紙2採火・出立実施場所、リレールート通過市区町村一覧
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道府県 イベント 会場のある市町村名

熊本県

採火

熊本市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、宇城市、合志市、美里町、和水町、南関町、長洲町、
大津町、菊陽町、甲佐町、山都町、あさぎり町、球磨村、阿蘇市・南小国町・小国町・産山村・
高森町・南阿蘇村・西原村※

※阿蘇市・南小国町・小国町・産山村・高森町・南阿蘇村・西原村は、7市町村合同で実施

県内集火 熊本市

出立 熊本市

大分県

採火

別府市、大分市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、
宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、姫島村、日出町、玖珠町・九重町※

※玖珠町・九重町は2町で合同実施

県内集火 別府市

出立 別府市

宮崎県
採火 宮崎市

出立 宮崎市

鹿児島県
採火 鹿児島市

出立 鹿児島市

沖縄県

採火
那覇市、宜野湾市、石垣市、名護市、糸満市、沖縄市、うるま市、金武町、宮古島市、嘉手納町、
北谷町、与那原町、八重瀬町、久米島町、浦添市、豊見城市

県内集火 那覇市

出立 那覇市

別紙2採火・出立実施場所、リレールート通過市区町村一覧
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都県 日程 イベント 市区町村名

静岡県
（競技開催都県）

8月18日（火）

採火

浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町、静岡市、島田市、
焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、
伊東市、富士市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、
小山町、下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町

県内集火 静岡市

聖火リレー 熱海市→静岡市→御前崎市・菊川市→浜松市

出立 浜松市

見どころ

静岡県のパラリンピック聖火リレーは、熱海市、静岡市、御前崎市、菊川市、浜松市を巡りま
す。県の中央に位置し、富士山を仰ぎ見る静岡市や、共生社会ホストタウンとして、ブラジル
パラリンピック全競技の事前キャンプを受け入れる浜松市を走り、来る東京2020パラリンピッ
クに向けた祝祭感を高めます。

千葉県
（競技開催都県）

8月19日（水）

採火

千葉市、銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、
成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、
我孫子市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、
印西市、白井市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、
酒々井町、栄町、神崎町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、
睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

県内集火 市原市

聖火リレー 千葉市

出立 千葉市

見どころ

県内各地で採火した火を県央部の市原市で１つに集めた上で千葉県の聖火にします。
聖火リレーでは、競技会場のある千葉市の男女共同参画や福祉に関する複合施設のハーモニー
プラザや、パラスポーツの大会を数多く開催している千葉ポートアリーナ等を通過します。
聖火フェスティバル・聖火リレーを通じ、共生社会について考えるきっかけとしていきます。

埼玉県
（競技開催都県）

8月20日（木）

採火
飯能市、羽生市、伊奈町、毛呂山町、越生町、小川町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、
横瀬町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町、松伏町

県内集火 さいたま市

聖火リレー 幸手市→蓮田市・白岡市→川島町→入間市→朝霞市

出立 朝霞市

見どころ
埼玉県内17市町村で採火した火を、さいたま市で集火し、幸手市から蓮田市・白岡市、川島町、
入間市の順につなぎます。そして、パラリンピックの射撃競技会場がある朝霞市で最終区間の
リレーを実施した後、開催都市である東京都に向けて出立します。

東京都
（競技開催都県）

8月21日（金）

採火 新宿区 ほか

都内集火 新宿区

聖火リレー 新宿区→中野区→豊島区→北区→文京区

見どころ
東京を代表する高層ビル街から東京都の聖火リレーはスタートします。多様な人々が交流する
街や文教地区、文化やパラスポーツの拠点などを巡り全国集火式会場に向かいます。

都 日程 イベント 市区町村名

東京都
（開催都市）

8月22日（土） 聖火リレー 千代田区→台東区→墨田区→江東区→江戸川区

8月23日（日） 聖火リレー 国立市→日野市→立川市→東大和市→国分寺市

8月24日（月） 聖火リレー 西東京市→三鷹市→府中市→調布市→世田谷区

8月25日（火） 聖火リレー 中央区→港区→渋谷区

見どころ

全国集火式で統合されたパラリンピック聖火により22日からの4日間、開催都市東京のリレーを
実施します。22日は都心からスタートし、新旧の観光名所がある下町や水の都・東京の魅力溢
れる地域を走行します。23日、24日は自然と文化が調和した多摩地域を中心に走行します。そ
して、最終日の25日には、多くの人々で賑わい溢れる最先端の街と昔ながらの街が共存する地
域などを走行し、来るパラリンピック開会式へ繋げます。
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【4都県】

No. 都道府県名 担当部署名 担当者名
連絡先
電話番号

FAX番号 メールアドレス

1 静岡県
静岡県文化・観光部スポーツ局
オリンピック・パラリンピック推進課

前浦、松本、
渡邉、石川

054-221-3191 054-221-2980 olypara@pref.shizuoka.lg.jp

2 埼玉県 県民生活部オリンピック・パラリンピック課 齋藤 048-830-2892 048-830-4756 a2880-06@pref.saitama.lg.jp

3 千葉県
環境生活部ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進局開催準備
課

青木 043-223-3485 043-222-5716 chibaoptr@mz.pref.chiba.lg.jp

4 東京都
オリンピック・パラリンピック準備局
総務部企画調整課

宮澤 03-5388-2156 03-5388-1224 S1050104@section.metro.tokyo.jp

【43道府県①】

No. 都道府県名 担当部署名 担当者名
連絡先
電話番号

FAX番号 メールアドレス

1 北海道
北海道環境生活部スポーツ局スポーツ振興課
オリンピック・パラリンピック連携室

大久保 011-204-5254 011-232-1098 ookubo.hokuto@pref.hokkaido.lg.jp

2 青森県 企画政策部企画調整課 柴田 017-734-9136 017-734-8029 kingo_shibata@pref.aomori.lg.jp

3 岩手県
岩手県 文化スポーツ部
オリンピック・パラリンピック推進室

粒來 019-629-6496 019-629-6792 AK0005@pref.iwate.jp

4 宮城県
宮城県震災復興・企画部オリンピック・パラ
リンピック大会推進課

運営調整班
折居主幹（班長）
湯澤主事

022-706-7116 022-706-7118 olypara-u@pref.miyagi.lg.jp

5 秋田県
東京２０２０大会聖火リレー
秋田県実行委員会事務局

秩父、舘岡 018-860-1243 018-860-3876 sports@pref.akita.lg.jp

6 山形県
山形県観光文化スポーツ部
県民文化スポーツ課

課長補佐
（スポーツ振
興・地域活性化
担当）
佐藤

023-630-3156 023-624-9908 ybunka@pref.yamagata.jp

7 福島県
福島県文化スポーツ局
オリンピック・パラリンピック推進室

庄司 024-521-8676 024-521-8672
olipara_suishin@pref.fukushima.lg.

jp

8 茨城県
茨城県県民生活環境部
オリンピック・パラリンピック課

鷹羽 029-301-2020 029-301-2791 2020olypara@pref.ibaraki.lg.jp

9 栃木県 総合政策部総合政策課 川又 028-623-3496 028-623-2216 trainingcamp@pref.tochigi.lg.jp 

10 群馬県
群馬県建康福祉部障害政策課
社会参加推進係

関根、佐藤 027-226-2634 027-224-4776 shougai@pref.gunma.lg.jp 

11 神奈川県
神奈川県スポーツ局オリンピック・パラリン
ピック課

木下 真紀子 045-285-0337 045-663-0113 olypara2020@pref.kanagawa.jp

12 新潟県 県民生活・環境部 スポーツ課 小林 025-280-5951 025-280-5276 ngt030190@pref.niigata.lg.jp

13 富山県
富山県総合政策局スポーツ振興課東京オリン
ピック・パラリンピック
聖火リレー担当

餅田 昌彦
（もちでん まさ
ひこ）

076-444-3201 076-444-4617
masahiko.mochiden@pref.toyama.

lg.jp

14 石川県 県民文化スポーツ部スポーツ振興課 粟津 076-225-1390 076-225-1388 i-sports@pref.ishikawa.lg.jp

15 福井県 福井県交流文化部スポーツ課 渡辺 一朗 0776-20-0746 0776-20-0664 sports@pref.fukui.lg.jp

16 山梨県
山梨県オリンピック・パラリンピック推進局
オリンピック・パラリンピック推進課

中嶋 055-223-1542 055-223-1578
nakajima-

wbv@pref.yamanashi.lg.jp

17 長野県 長野県健康福祉部障がい者支援課 小坂 利雄 026-235-7108 026-234-2369 shogai-shien@pref.nagano.lg.jp

18 岐阜県 清流の国推進部地域スポーツ課 亀山、塚﨑 058-272-1836 058-278-2604 c11172@pref.gifu.lg.jp

19 愛知県 スポーツ局スポーツ課
主幹 神谷
課長補佐 中西

052-954-6459 052-951-1005 sports@pref.aichi.lg.jp

mailto:olypara@pref.shizuoka.lg.jp
mailto:S1050104@section.metro.tokyo.jp
mailto:ookubo.hokuto@pref.hokkaido.lg.jp
mailto:kingo_shibata@pref.aomori.lg.jp
mailto:AK0005@pref.iwate.jp
mailto:olypara-u@pref.miyagi.lg.jp
mailto:sports@pref.akita.lg.jp　　
mailto:ybunka@pref.yamagata.jp
mailto:olipara_suishin@pref.fukushima.lg.jp
mailto:2020olypara@pref.ibaraki.lg.jp
mailto:trainingcamp@pref.tochigi.lg.jp
mailto:shougai@pref.gunma.lg.jp
mailto:olypara2020@pref.kanagawa.jp
mailto:ngt030190@pref.niigata.lg.jp
mailto:masahiko.mochiden@pref.toyama.lg.jp
mailto:i-sports@pref.ishikawa.lg.jp
mailto:nakajima-wbv@pref.yamanashi.lg.jp
mailto:shogai-shien@pref.nagano.lg.jp
mailto:c11172@pref.gifu.lg.jp
mailto:sports@pref.aichi.lg.jp
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【43道府県②】

No. 都道府県名 担当部署名 担当者名
連絡先
電話番号

FAX番号 メールアドレス

20 三重県
地域連携部 国体・全国障害者スポーツ大会
局スポーツ推進課

川口 059-224-2986 059-224-3022 sports@pref.mie.lg.jp

21 滋賀県 文化スポーツ部スポーツ課 西川、小山 077-528-3366 077-528-4841 sports_epo@pref.shiga.lg.jp

22 京都府 京都府文化スポーツ部スポーツ振興課 上谷 久高 075-414-4278 075-414-4285 h-uetani33@pref.kyoto.lg.jp

23 大阪府
府民文化部 文化・スポーツ室
スポーツ振興課

田中 眞 06-6210-9308 06-6210-9325
sportsshinko@sbox.pref.osaka.l

g.jp

24 兵庫県
兵庫県 健康福祉部 障害福祉局
ユニバーサル推進課

逢坂 昌弘 078-362-3237 078-362-9040
masahiro_ousaka@pref.hyogo.l

g.jp

25 奈良県 くらし創造部スポーツ振興課
井上、今村、
中川

0742-27-9863 0742-23-7105 sports@office.pref.nara.lg.jp

26 和歌山県
和歌山県教育庁生涯学習局
スポーツ課プロジェクト推進室

長谷 忠志 073-441-3699 073-423-1660
hase_t0004@pref.wakayama.lg.

jp

27 鳥取県 鳥取県地域づくり推進部スポーツ課 坂田 0857-26-7921 0857-26-8129 kobayashi-kyo@pref.tottori.lg.jp

28 島根県 環境生活部スポーツ振興課 西川 0852-22-6406 0852-22-6767
tsumori-

hitoshi@pref.shimane.lg.jp

29 岡山県 岡山県保健福祉部障害福祉課 近藤 086-226-7343 086-224-6520 shofuku@pref.okayama.lg.jp

30 広島県 広島県地域政策局スポーツ推進課
政策監 信永
（のぶなが）

082-513-2417 082-221-8000
chisuposuishin@pref.hiroshima.

lg.jp

31 山口県 健康福祉部障害者支援課 小澤、河地 083-933-2763 083-933-2779 a14100@pref.yamaguchi.lg.jp

32 徳島県
徳島県保健福祉部障がい福祉課
障がい者活躍推進室

田岡 088-621-2237 088-621-2241
taoka_naohiro_1@pref.tokushi

ma.jp

33 香川県 健康福祉部障害福祉課 福家、中石 087-832-3292 087-806-0240
shogaifukushi@pref.kagawa.lg.j

p

34 愛媛県
愛媛県 スポーツ・文化部
スポーツ局 地域スポーツ課
オリパラ・マスターズ推進室

高田 089-947-5570 089-947-5721
oripara-

masters@pref.ehime.lg.jp 

35 高知県 文化生活スポーツ部スポーツ課 速渡 088-821-4929 088-821-4716 141801@ken.pref.kochi.lg.jp

36 福岡県
福岡県人づくり・県民生活部
スポーツ振興課

江口 092-643-3405 092-643-3408 sposhin@pref.fukuoka.lg.jp

37 佐賀県
地域交流部文化・スポーツ
交流局スポーツ課

川副、宮﨑 0952-25-7331 0952-25-7325 sports@pref.saga.lg.jp

38 長崎県 長崎県福祉保健部障害福祉課 福森、小谷 095-895-2453 095-823-5082 s04100@pref.nagasaki.lg.jp

39 熊本県
熊本県国際スポーツ大会推進部
国際スポーツ大会推進課

平松、岩永 096-333-2356 096-387-0516 oripara@pref.kumamoto.lg.jp

40 大分県 企画振興部芸術文化スポーツ振興課
首藤 097-506-2085 097-506-1725 syuto-tomoaki@pref.oita.lg.jp

山口 097-506-2084 097-506-1725
yamaguchi-

atsushi@pref.oita.lg.jp

41 宮崎県 総合政策部総合政策課 川畑、松田 0985-26-7607 0985-26-7331
kawabata-

shohei@pref.miyazaki.lg.jp

42 鹿児島県
鹿児島県文化スポーツ局
スポーツ振興課

上久保 099-286-3034 099-286-5819 sports@pref.kagoshima.lg.jp

43 沖縄県
沖縄県文化観光スポーツ部
スポーツ振興課

石川 涼乃 098-866-2708 098-866-2729 ishikasu@pref.okinawa.lg.jp

mailto:sports@pref.mie.lg.jp
mailto:sports_epo@pref.shiga.lg.jp
mailto:h-uetani33@pref.kyoto.lg.jp
mailto:sportsshinko@sbox.pref.osaka.lg.jp
mailto:masahiro_ousaka@pref.hyogo.lg.jp
mailto:sports@office.pref.nara.lg.jp
mailto:hase_t0004@pref.wakayama.lg.jp
mailto:kobayashi-kyo@pref.tottori.lg.jp
mailto:tsumori-hitoshi@pref.shimane.lg.jp
mailto:shofuku@pref.okayama.lg.jp
mailto:chisuposuishin@pref.hiroshima.lg.jp
mailto:a14100@pref.yamaguchi.lg.jp
mailto:taoka_naohiro_1@pref.tokushima.jp
mailto:shogaifukushi@pref.kagawa.lg.jp
mailto:oripara-masters@pref.ehime.lg.jp
mailto:141801@ken.pref.kochi.lg.jp
mailto:sposhin@pref.fukuoka.lg.jp
mailto:sports@pref.saga.lg.jp
mailto:s04100@pref.nagasaki.lg.jp
mailto:oripara@pref.kumamoto.lg.jp
mailto:kawabata-shohei@pref.miyazaki.lg.jp
mailto:sports@pref.kagoshima.lg.jp
mailto:ishikasu@pref.okinawa.lg.jp
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 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会  

<Tokyo 2020.NEWS-2019-412> 

 2019年 12月 17日 

 

東京 2020オリンピック聖火リレー 

グランドスタート聖火ランナー・聖火リレールート詳細・リハーサル実施・ 

ライセンス商品・トーチキスポーズ・SNS企画を発表！ 

 
 東京 2020組織委員会は、本日 12月 17日（火）、オリンピック聖火リレー記者発表会を実施し、以下

のとおり発表しましたので、お知らせします。 

 

➢ 『東京 2020オリンピック聖火リレー 聖火ランナー』 

 
■東京 2020オリンピック聖火リレー グランドスタート聖火ランナー 

 2020 年 3 月 26 日（木）に福島県のナショナルトレーニングセンターJ ヴィレッジにて、東京 2020

オリンピック聖火リレーの国内第一走者として走行するグランドスタート聖火ランナーに「なでしこジ

ャパン（サッカー日本女子代表 FIFA 女子ワールドカップドイツ 2011 優勝チーム）のみなさん」

が決定しました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©JFA 

●なでしこジャパン 

（サッカー日本女子代表 FIFA女子ワールドカップドイツ 2011優勝チーム） 

S1050101
□参考２
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■東京 2020オリンピック聖火リレー 東京都走行予定オリンピック聖火ランナー 

 本日の発表会では、東京都を走行予定のオリンピック聖火ランナーである「調布リトルリーグ・

リトルシニア」の中学 1年生 10名にご登壇いただきました。 

 

 

 

 

小針 大輝（コバリ ダイキ）                   川口 大志（カワグチ タイシ） 

岸川 和広（キシカワ カズヒロ）                大和田 陽翔（オオワダ ハルト） 

越智 継治郎（オチ ケイジロウ）                三﨑 悠人（ミサキ ユウト） 

    西澤 丈（ニシザワ ジョウ）                    西川 立翼（ニシカワ リツ） 

伊藤 遼（イトウ ハルカ）                      掛場 佑人 （カケバ ユウト） 

 

 

 

伊藤 遼氏（イトウ ハルカ）            大和田 陽翔（オオワダ ハルト） 

越智 継治郎（オチ ケイジロウ）          掛場 佑人 （カケバ ユウト） 

川口 大志（カワグチ タイシ）           岸川 和広（キシカワ カズヒロ）                    

小針 大輝（コバリ ダイキ）                    西川 立翼（ニシカワ リツ） 

   西澤 丈（ニシザワ ジョウ）            三﨑 悠人（ミサキ ユウト） 

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は、2011年 7月の FIFA女子ワールドカップで

優勝し、日本サッカー史上初めて FIFA（国際サッカー連盟）大会で世界一になりました。東

日本大震災により大きなダメージを被った日本において、選手たちの最後まで諦めずにひた

むきに戦う姿勢は多くの勇気を与え、その功績が評価されて同年 8月には「国民栄誉賞」が

授与されました。団体としては初のことでした。日本女子代表が初めて編成されたのは 1981

年。30年目にして世界女王の称号を手にし、翌 2012年にはロンドン 2012オリンピックで銀

メダルを獲得、2015年の FIFA女子ワールドカップでも準優勝を果たしました。 

調布リトルリーグ・リトルシニアは、全日本リトルリーグ野球選手権大会で、史上最多である 11回

の優勝を誇っています。2019年には 3年ぶりの全国制覇を果たし、世界選手権にも出場し世

界 3位の成績を収めました。調布リトルリーグ・リトルシニアからは、荒木大輔氏、清宮幸太郎氏

など多くのプロ野球選手を輩出しており、高校野球、大学野球、社会人野球等のアマチュア野

球界でも多くの OBが活躍しています。積極的な地域貢献活動を実践しており、「CHOFU」

のユニフォーム を着用した選手を、調布の街の方々が応援してくれる関係が構築されていま

す。 

 

●調布リトルリーグ・リトルシニア 

©調布リトルリーグ・リトルシニア 

（五十音順・敬称略） 
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➢ 『東京 2020オリンピック聖火リレー ルート詳細』 

 日本全国 47 都道府県を回る東京 2020 オリンピック聖火リレーは、2020 年 3 月 26 日福島県・ナシ

ョナルトレーニングセンターＪヴィレッジでスタートした後、日本全国 858 市区町村で実施されます。 

東京 2020 組織委員会はこのたび、各市区町村における出発地、到着地、セレブレーション会場、特

殊走行方法を発表しました。各区間における詳細ルートについては、公式ウェブサイトに公開しており

ます。オリンピックの象徴である聖火は、121日間をかけて日本全国を巡ります。 

 ※詳細は別紙 1 の「各都道府県ルート出発地・到着地・セレブレーション会場・特殊走行方法一覧」

をご参照ください。 

 ※各都道府県のルート詳細に関するお問い合せ先は、別紙 2をご参照ください。 

 ※公式ウェブサイト https://tokyo2020.org/jp/special/torch/olympic/map/ 

 

➢ 『東京 2020オリンピック聖火リレー リハーサルについて』 

 オリンピック聖火リレーのリハーサルを以下の内容で実施します。 

 

■実施日  2020年 2月 15日（土）午前中～19:00頃（予定） 

■実施場所 東京都内（羽村市・国分寺市・八王子市を予定） 

■実施内容 公道におけるオリンピック聖火リレー隊列の走行およびセレブレーション（予定） 

■実施体制 主催 東京 2020組織委員会 

      共催 東京都聖火リレー実行委員会 

※詳細な時間、交通規制内容等については、今後東京都聖火リレー実行委員会から発表予定 

      

➢ 『東京 2020オリンピック聖火リレー ライセンス商品』※動画素材あり 

東京 2020公式ライセンス商品の新商品として「東京 2020オリピック聖火リレーデザイン商品」

を、聖火リレーのスタート日の 100日前である 12月 17日（火）より順次販売開始いたします。 

「東京 2020オリンピック聖火リレーエンブレム」、「東京 2020オリンピック聖火リレーピクトグラ

ム」、「東京 2020オリンピック聖火リレーマスコット」といったデザインのアイテムを複数展開し、

2020年 3月 26日よりいよいよ始まる東京 2020オリンピック聖火リレーを盛り上げます。 

※詳細は別紙 3をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【商品例イメージ】 

https://tokyo2020.org/jp/special/torch/olympic/map/
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➢ 『東京 2020オリンピック聖火リレー 推奨トーチキスポーズ』※動画素材あり 

東京 2020オリンピック聖火リレーコンセプトである「Hope Lights Our Way/希望の道を、つなご

う。」を体現する東京 2020オリンピック聖火リレー 推奨トーチキスポーズを制作しました。 

東京 2020オリンピック聖火リレー推奨トーチキスポーズは、“東京 2020”ポーズ、“つなぐ”

ポーズ、“Hope Lights Our Way”ポーズの 3種類です。 

聖火ランナーは 3種類の推奨トーチキスポーズをとることは必須ではありません。ご自身の想い

想いのポーズをとることができます。 

 

➢ 『東京 2020オリンピック聖火リレー #みんなの聖火リレーフォトコンテスト』 

■概要 

東京 2020組織委員会と東京 2020オリンピック聖火リレープレゼンティングパートナー（日本コカ・

コーラ株式会社、トヨタ自動車株式会社、日本生命保険相互会社、日本電信電話株式会社（NTT））は共

同で、Twitter および Instagram を利用した「東京 2020 オリンピック聖火リレー #みんなの聖火リレ

ーフォトコンテスト」を実施します。 

共通ハッシュタグ「#みんなの聖火リレー（英語版は#HopeLightsOurWay）」と「#各プレゼンティン

グパートナー指定のハッシュタグ」の両方を付けて投稿された写真の中から、各プレゼンティングパー

トナーの審査員が独自の選定基準に基づき、それぞれ写真を 50 点ずつ選定します。当選者の方には、

各プレゼンティングパートナーより素敵なプレゼントを差し上げます。 

 

■ご応募いただける方 

 基本的にどなたでもご応募いただけますが、以下の条件が必要になります。 

・Twitterまたは Instagramの個人アカウントをお持ちであること。 

・応募する各プレゼンティングパートナー指定の公式 Twitter または Instagram アカウントをフォロ

ーしていること。 

・応募期間内に、共通ハッシュタグ「#みんなの聖火リレー（英語版は#HopeLightsOurWay）」と「# 

各プレゼンティングパートナー指定のハッシュタグ」が付いた写真を、Twitterまたは Instagramに

投稿していること。 

・応募する写真が、応募者本人が全ての権利を有し、第三者の権利を一切侵害しないオリジナル作品

であること。 

・当選者は、日本国内在住の個人の方に限ります。 

 

■応募方法 

① Twitter または Instagram において、応募する各プレゼンティングパートナーの公式アカウント

をフォローしてください。 

② 共通ハッシュタグ「#みんなの聖火リレー（英語版は#HopeLightsOurWay）」と、応募する各プ

レゼンティングパートナー指定のハッシュタグの両方を付けて、応募する各プレゼンティング

パートナー指定のテーマに沿った写真を、Twitterまたは Instagramに投稿してください。 
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       ※各プレゼンティングパートナーの公式アカウント、指定ハッシュタグ、写真のテーマ、審査員、選

定基準、プレゼント等の詳細に関しては、以下の各プレゼンティングパートナーの本キャンペーン

公式サイトをご確認ください。 

・日本コカ・コーラ株式会社   ：https://team.cocacola.jp/otr/photocontest 

・トヨタ自動車株式会社       ：https://tokyo2020.torch-relay.toyota.jp/cp/ 

・日本生命保険相互会社       ：https://seika.nissay-cp.jp/snscampaign 

・日本電信電話株式会社（NTT）：https://2020.ntt/jp/tokyo/torch/smiles/ 

 

■応募期間 

2019年 12月 17日（火）15：00～2020年 2月 29日（土）23：59まで 

■選定期間 

2020年 3月 1日（日）～3月 7日（土） 

■当選発表日 

2020年 3月 19日（木） 

■当選通知 

 当選者への当選通知は、応募された各プレゼンティングパートナー指定の公式アカウントより、

Twitter の DM または Instagram の DM へ個別配信させていただきます。プレゼントの発送先住所等

の必要情報をご提供いただいた後に、各プレゼンティングパートナーから当選者に対してプレゼント

を発送させていただきます。 

 ※東京 2020 組織委員会のウェブサイトおよび各プレゼンティングパートナーの東京 2020 オリンピ

ック聖火リレー #みんなの聖火リレーフォトコンテスト公式サイトで発表します。 

 

【素材のダウンロードについて】 

東京 2020プレスルーム（報道関係者向け情報提供サイト URL：https://media.tokyo2020.org/jp/）

において、本リリース掲載の素材がダウンロードできます。番組や紙面上でご活用ください。 

ユーザー名：media   パスワード：tokyo2020media 

 

✓ なでしこジャパン 

（サッカー日本女子代表 FIFA女子ワールドカップドイツ 2011優勝チーム）プロフィール画像  

  ご使用の際、右記クレジットを記載ください。🄫JFAまたは🄫日本サッカー協会 

 

✓ 調布リトルリーグ・リトルシニア プロフィール画像 

   ご使用の際、右記クレジットを記載ください。🄫調布リトルリーグ・リトルシニア 

 

✓ 東京 2020オリンピック聖火リレーデザイン商品 PR動画 

   ご使用の際、右記クレジットを記載ください。© Tokyo 2020または Tokyo2020提供 

 

✓ 東京 2020オリンピック聖火リレー 推奨トーチキスポーズ動画 

ご使用の際、右記クレジットを記載ください。© Tokyo 2020または Tokyo2020提供 

https://team.cocacola.jp/otr/photocontest
https://tokyo2020.torch-relay.toyota.jp/cp/
https://seika.nissay-cp.jp/snscampaign
https://2020.ntt/jp/tokyo/torch/smiles/
https://media.tokyo2020.org/jp/
S1050101
テキストボックス
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✓ 東京 2020オリンピック聖火リレー ♯みんなの聖火リレーフォトコンテストプレゼント画像 

   ご使用の際、右記クレジットを記載ください。© Tokyo 2020または Tokyo2020提供 

 

✓ 東京 2020オリンピック聖火リレー伴走車画像 

ご使用の際、右記クレジットを記載ください。© Tokyo 2020または Tokyo2020提供 

 

【本件に関するお問い合わせ】                       【東京 2020お問い合わせ窓口】 

（報道関係者専用）                （報道関係者以外） 

東京 2020組織委員会                                電話番号：0570-09-2020（有料） 

広報局広報部戦略広報課                            受付時間：9：00～17：00 

担当：近藤、横尾                                   土日祝日、年末年始を除く 

電話：03-6631-1949 / FAX：03-6220-5801              

Email：pressoffice@tokyo2020.jp 

 

【東京 2020公式ライセンス商品に関するお問い合わせ】 

東京 2020ライセンシング事務局 

担当：浅野（携帯：090-7900-5613） 

電話：03-5859-0308 / FAX：03-5859-0309 

Email：press@tokyo2020-licensing.jp 
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各都道府県ルート出発地・到着地・セレブレーション会場・特殊走行方法一覧 【別紙1】

都道府県名 開催日 開催曜日 市区町村名 出発地 到着地 セレブレーション会場 特殊な走行手段

福島県 3/26 （木）
楢葉町

広野町
Jヴィレッジ　9番ピッチ Jヴィレッジ駅

福島県 3/26 （木） 楢葉町 楢葉町役場 みんなの交流館ならはCANvas

福島県 3/26 （木） 広野町
福島県立ふたば未来学園中学校・

高等学校
広野駅東口

福島県 3/26 （木） いわき市 いわき陸上競技場 いわき芸術文化交流館アリオス前

福島県 3/26 （木） 川内村
双葉地方広域市町村圏組合消防本部 富

岡消防署川内出張所前
川内村立川内中学校

福島県 3/26 （木） 富岡町 富岡駅前
富岡町立富岡第一中学校グラウン

ド

福島県 3/26 （木） 大熊町 常磐自動車道高架下付近 大熊町役場本庁舎

福島県 3/26 （木） 葛尾村 みどりの里ふれあい館 葛尾村復興交流館あぜりあ

福島県 3/26 （木） 浪江町
福島ロボットテストフィールド（浪江

滑走路・滑走路附属格納庫）

福島水素エネルギー研究フィール

ド

福島県 3/26 （木） 南相馬市 南相馬市役所 雲雀ヶ原（ひばりがはら）祭場地
南相馬市　雲雀ヶ原(ひばりが

はら)祭場地

福島県 3/27 （金） 相馬市 相馬中村神社 相馬駅前

福島県 3/27 （金） 新地町 観海堂公園 釣師（つるし）防災緑地公園

福島県 3/27 （金） 飯舘村 飯舘村交流センターふれ愛館 いいたて村の道の駅までい館

福島県 3/27 （金） 川俣町 とんやの郷（さと） 川俣町立山木屋中学校

福島県 3/27 （金） 福島市 信夫ケ丘競技場 福島県庁西庁舎前県民広場

福島県 3/27 （金） 猪苗代町 葉山第3ファミリーリフト横 葉山中央駐車場

※猪苗代町では、猪苗代のス

キー場において、スキーによる

聖火リレーの実施を予定してい

ます。

福島県 3/27 （金） 喜多方市
東四谷入口交差点（おたづき蔵通

り）

喜多方プラザ文化センター駐車場

（蔵の里前）

福島県 3/27 （金） 三島町 三島町立三島中学校 三島町観光協会駐車場

福島県 3/27 （金） 三島町
第一只見川橋梁展望台（スポット

D）

第一只見川橋梁展望台（スポット

D）

福島県 3/27 （金） 会津若松市 馬場道下交差点（中央通り）
鶴ヶ城公園市営駐車場（鶴ヶ城西

出丸）

会津若松市　鶴ヶ城公園市営

駐車場（鶴ヶ城西出丸）

福島県 3/28 （土） 南会津町
びわのかげ運動公園健康交流セン

ター

南会津町消防団田島支団 第1分団

第1部

福島県 3/28 （土） 下郷町 大内宿駐車場 食堂前

福島県 3/28 （土） 白河市 白河市総合運動公園　陸上競技場 白河小峰城

福島県 3/28 （土） 須賀川市 栄町東交差点（須賀川二本松線） 須賀川市役所

福島県 3/28 （土） 田村市 都路大橋付近 古道体育館
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都道府県名 開催日 開催曜日 市区町村名 出発地 到着地 セレブレーション会場 特殊な走行手段

福島県 3/28 （土） 本宮市 白沢公民館前ふれあい夢広場 英国庭園

福島県 3/28 （土） 郡山市 郡山駅西口駅前広場 開成山公園自由広場 郡山市　開成山公園自由広場

栃木県 3/29 （日） 足利市
足利市総合運動公園陸上競技場南

側広場
足利市役所

栃木県 3/29 （日） 佐野市 佐野駅南口前 佐野市郷土博物館駐車場

栃木県 3/29 （日） 小山市 小山市立若木小学校南 小山御殿広場

栃木県 3/29 （日） 茂木町 茂木街道踏切西 道の駅もてぎ

※茂木町では、道の駅もてぎ付

近において、SLと並走する聖火

リレーの実施を予定していま

す。

栃木県 3/29 （日） 栃木市 例幣使街道道標前 とちぎ山車会館入口前

※栃木市では、蔵の街におい

て、遊覧船による聖火リレーの

実施を予定しています。

栃木県 3/29 （日） 上三川町 大型ホームセンター東側通路 大型ホームセンター南側駐車場

栃木県 3/29 （日） 真岡市 SLキューロク館前 真岡市民公園

栃木県 3/29 （日） 上三川町 白鷺神社拝殿前
上三川いきいきプラザ南多目的広

場

栃木県 3/29 （日） 那須烏山市 栃木県立烏山高等学校前 JR烏山駅前多目的広場
那須烏山市　JR烏山駅前　多

目的広場

栃木県 3/30 （月） 那須町 那須町遊行庵駐車場 那須町立東陽小学校北

栃木県 3/30 （月） さくら市 早乙女桜並木 さくら市喜連川図書館前

栃木県 3/30 （月） 那須塩原市 タイヤ工場北側駐車場入口 那須塩原市立大原間小学校

栃木県 3/30 （月） 益子町 道祖土交差点南 城内坂交差点

栃木県 3/30 （月） 壬生町 獨協医科大学 壬生町総合公園陸上競技場

栃木県 3/30 （月） 日光市 日光二荒山神社拝殿前 東武日光駅前広場

栃木県 3/30 （月） 鹿沼市 「上殿」バス停留所 まちの駅　新・鹿沼宿

栃木県 3/30 （月） 宇都宮市 宇都宮城址公園 栃木県庁 宇都宮市　栃木県庁

※宇都宮市では、宇都宮市大通

りにおいて、自転車による聖火

リレーの実施を予定していま

す。

群馬県 3/31 （火） 館林市 つつじが岡公園　大芝生広場 館林駅前

群馬県 3/31 （火） 大泉町 大泉町役場 Panasonic北中央門前

群馬県 3/31 （火） 太田市 太田市民会館 太田市役所

群馬県 3/31 （火） 上野村 ヴィラせせらぎ 村立上野小学校

群馬県 3/31 （火） 桐生市 桐生市市民文化会館 群馬大学理工学部
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都道府県名 開催日 開催曜日 市区町村名 出発地 到着地 セレブレーション会場 特殊な走行手段

群馬県 3/31 （火） 伊勢崎市 伊勢崎駅南ロータリー 新伊勢崎駅

群馬県 3/31 （火） 前橋市 群馬県庁前
グリーンドーム アリーナ内ステー

ジ
前橋市　グリーンドーム前橋

群馬県 4/1 （水） 渋川市 伊香保温泉　石段街 食の駅　ぐんま

群馬県 4/1 （水） 草津町 湯畑 湯路広場 草津町健康増進センター前

群馬県 4/1 （水） 沼田市 沼田公園鐘楼前 沼田市民体育館

群馬県 4/1 （水） 川場村 川場村体育館 田園プラザ第4駐車場

群馬県 4/1 （水） 長野原町 川原湯温泉　湯かけ広場 川原畑住民センター

群馬県 4/1 （水） 藤岡市 藤岡歴史館 七輿山古墳前

群馬県 4/1 （水） 富岡市 富岡製糸場 富岡市役所

群馬県 4/1 （水） 高崎市 高崎市役所
Gメッセ群馬　展示ホール内ス

テージ
高崎市　Gメッセ群馬

長野県 4/2 （木） 軽井沢町 風越公園アイスアリーナ 湯川ふるさと公園

長野県 4/2 （木） 佐久市 佐久市役所 長野県立武道館

長野県 4/2 （木） 山ノ内町 平和の丘公園 山ノ内町役場

長野県 4/2 （木） 上田市
上田市交流文化芸術センター（サ

ントミューゼ）
上田城

長野県 4/2 （木） 野沢温泉村 野沢温泉村温泉施設 野沢温泉村役場

長野県 4/2 （木） 白馬村 松川河川公園 白馬ジャンプ競技場

長野県 4/2 （木） 長野市 善光寺本堂 長野市役所桜スクエア
長野市　長野市役所桜スクエ

ア

長野県 4/3 （金） 飯田市 飯田市立上郷小学校　グラウンド 飯田合同庁舎

長野県 4/3 （金） 南木曽町 旧妻籠小学校　校庭 旧妻籠小学校　校庭

長野県 4/3 （金） 伊那市 春日公園下交差点 御園交差点

長野県 4/3 （金） 諏訪市 原田泰治美術館前 諏訪湖間欠泉

長野県 4/3 （金） 大町市 ＪＲ信濃大町駅 大町文化会館

長野県 4/3 （金） 安曇野市 安曇野市豊科近代美術館

県道安曇野インター堀金線上の交

差点（中堀交差点から東に約250

ｍ）

長野県 4/3 （金） 松本市 ＪＲ松本駅お城口 市営開智大型臨時駐車場
松本市　市営開智大型臨時駐

車場

岐阜県 4/4 （土） 中津川市 馬籠宿駐車場 馬籠展望広場
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都道府県名 開催日 開催曜日 市区町村名 出発地 到着地 セレブレーション会場 特殊な走行手段

岐阜県 4/4 （土） 中津川市 花戸町交差点北 中津川駅

岐阜県 4/4 （土） 多治見市 虎渓公園 虎渓用水広場

岐阜県 4/4 （土） 八百津町 国道418号線 芦渡消防詰所 人道の丘公園モニュメント

岐阜県 4/4 （土） 郡上市 郡上市役所 郡上八幡駅

岐阜県 4/4 （土） 高山市 高山陣屋前広場 高山駅西交流広場 高山市　高山駅西交流広場

岐阜県 4/5 （日） 下呂市 旧下呂温泉病院跡地 下呂交流会館

岐阜県 4/5 （日） 各務原市 岐阜かかみがはら航空宇宙博物館
岐阜県グリーンスタジアムホッ

ケーコート

岐阜県 4/5 （日） 関ケ原町 関ケ原ふれあいセンター前 笹尾山山頂

岐阜県 4/5 （日） 大垣市 大垣公園南 奥の細道むすびの地記念館

岐阜県 4/5 （日） 羽島市 岐阜羽島駅北 羽島市文化センター

岐阜県 4/5 （日） 岐阜市 岐阜市歴史博物館 岐阜城天守閣

※岐阜市では、金華山におい

て、ロープウェーによる聖火リ

レーの実施を予定しています。

岐阜県 4/5 （日） 岐阜市 信長ゆめ広場 岐阜メモリアルセンター芝生広場
岐阜市　岐阜メモリアルセン

ター芝生広場

愛知県 4/6 （月） 瀬戸市 深川神社
瀬戸市役所前河川敷（瀬戸川緑

地）

愛知県 4/6 （月） 名古屋市 熱田神宮・正門（南門） 熱田神宮・本宮前

愛知県 4/6 （月） 春日井市
レディヤンかすがい（青少年女性

センター・勤労青少年ホーム）
勝川駅前公園

愛知県 4/6 （月） 犬山市 本町交差点 犬山城

愛知県 4/6 （月） 一宮市 稲荷公園前 九品地公園競技場前

愛知県 4/6 （月） 稲沢市 国府宮神社楼門前 稲沢市民会館

愛知県 4/6 （月） 名古屋市 百貨店前 家電量販店前

愛知県 4/6 （月） 清須市 清洲城広場
カルチバ新川（新川地域文化広

場）前

愛知県 4/6 （月） 名古屋市
トヨタ自動車名古屋オフィス　24F

エントランス

商業施設　B1Fアトリウムイベン

トスペース

愛知県 4/6 （月） 名古屋市 矢場町交差点 名古屋城・二の丸広場
名古屋市　名古屋城　二の丸

広場

愛知県 4/7 （火） 豊橋市 こども未来館ここにこ 豊橋市陸上競技場

愛知県 4/7 （火） 半田市 新橋南 蔵のまち公園

※半田市では、半田運河におい

て、ちんとろ舟による聖火リ

レーの実施を予定しています。

愛知県 4/7 （火） 豊川市 豊川稲荷 豊川市陸上競技場
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都道府県名 開催日 開催曜日 市区町村名 出発地 到着地 セレブレーション会場 特殊な走行手段

愛知県 4/7 （火） 安城市 安城市体育館
安城市中心市街地拠点施設アン

フォーレ願いごと広場

愛知県 4/7 （火） 刈谷市 豊田町二丁目交差点 刈谷市歴史博物館

愛知県 4/7 （火） 岡崎市 岡崎城・大手門前 桜城橋

愛知県 4/7 （火） 大府市 一屋町二丁目ロータリー 共和駅西側ロータリー

愛知県 4/7 （火） 豊田市
トヨタ自動車本社工場　本社バス

ターミナル前
トヨタ町北交差点北

愛知県 4/7 （火） 豊田市 豊田市駅前ロータリー 豊田スタジアム・西イベント広場
豊田市　豊田スタジアム　西

イベント広場

三重県 4/8 （水） 四日市市 四日市公害と環境未来館前 四日市市役所

三重県 4/8 （水） 鈴鹿市 鈴鹿青少年の森 鈴鹿スポーツガーデン

三重県 4/8 （水） 亀山市 関宿（東の追分） 関宿（西の追分）

三重県 4/8 （水） 津市 サオリーナ 三重県庁

三重県 4/8 （水） 鳥羽市 佐田浜東公園 答志海女小屋前

※鳥羽市では、本土～答志島間

において、船による聖火リレー

の実施を予定しています。

三重県 4/8 （水） 伊勢市 伊勢神宮外宮前 三重県営総合競技場 伊勢市　三重県営総合競技場

三重県 4/9 （木） 伊賀市 伊賀上野城 伊賀市役所

三重県 4/9 （木） 名張市 赤目四十八滝　不動滝 赤目四十八滝キャンプ場

三重県 4/9 （木） 松阪市 松坂城跡 松阪駅南口前

三重県 4/9 （木） 大紀町 瀧原宮前 大紀町役場

三重県 4/9 （木） 紀北町 馬越峠登り口 馬越峠　夜泣き地蔵前

三重県 4/9 （木） 熊野市 熊野市駅前 山崎運動公園
熊野市　山崎運動公園

くまのスタジアム

和歌山県 4/10 （金） 新宮市 王子ヶ浜三叉路付近広場 新宮警察署前

和歌山県 4/10 （金） 那智勝浦町 大門坂入口 飛瀧神社

和歌山県 4/10 （金） 串本町 道の駅「くしもと橋杭岩」駐車場
串本町総合運動公園多目的グラウ

ンド

和歌山県 4/10 （金） 白浜町 しららはまゆう公園 白浜町臨海駐車場前

和歌山県 4/10 （金） 田辺市 文里芝グラウンド 紀南文化会館前

和歌山県 4/10 （金） 御坊市 津波避難タワー(薗地区)三叉路 県立紀央館高等学校

和歌山県 4/10 （金） 白浜町 海鮮市場　駐車場西側南 海鮮市場　駐車場西側南
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和歌山県 4/10 （金） 有田市 有田市民会館内 有田市民会館前

和歌山県 4/10 （金）
海南市

和歌山市
国道42号　船尾交差点西側 和歌山マリーナシティ第１駐車場

和歌山市　和歌山マリーナシ

ティ第1駐車場

和歌山県 4/11 （土） 和歌山市 和歌山城西ノ丸広場 和歌山駅前

和歌山県 4/11 （土） 岩出市 岩出市立市民総合体育館駐車場 ホームセンター駐車場

和歌山県 4/11 （土） 紀の川市 商業施設駐車場 パナソニック株式会社

和歌山県 4/11 （土） かつらぎ町 かつらぎ町立佐野こども園 かつらぎ公園

和歌山県 4/11 （土） 高野町 奥の院前 金剛峯寺大門

和歌山県 4/11 （土） 橋本市 橋本駅前 橋本市運動公園多目的グラウンド
橋本市　橋本市運動公園多目

的グラウンド

奈良県 4/12 （日） 五條市 五條市上野公園総合体育館 大和二見駅

奈良県 4/12 （日） 御所市 高鴨神社前
葛城地区清掃事務組合アクアセン

ター

奈良県 4/12 （日） 葛城市 屋敷山公園 道の駅かつらぎ

奈良県 4/12 （日） 十津川村 昴の郷 十津川村立十津川第二小学校

奈良県 4/12 （日） 桜井市 桜井市役所 芝運動公園

奈良県 4/12 （日） 田原本町 田原本青垣生涯学習センター 唐古・鍵遺跡史跡公園

奈良県 4/12 （日） 天理市 天理市役所 天理教東１駐車場

奈良県 4/12 （日） 明日香村 石舞台古墳 奈良県立万葉文化館

奈良県 4/12 （日） 橿原市 藤原宮跡 橿原公苑陸上競技場
橿原市　奈良県立橿原公苑陸

上競技場

奈良県 4/13 （月）

河合町

広陵町

香芝市

馬見丘陵公園 香芝市立真美ヶ丘東小学校

奈良県 4/13 （月） 大和高田市 大和高田市役所 高田駅

奈良県 4/13 （月） 吉野町 吉野山下千本駐車場 金峯山寺

奈良県 4/13 （月） 斑鳩町 法隆寺 法起寺

奈良県 4/13 （月）
大和郡山市

奈良市
元気城下町バスパーク 平城宮跡歴史公園

奈良県 4/13 （月） 宇陀市 宇陀市心の森総合福祉公園 宇陀市立大宇陀小学校

奈良県 4/13 （月） 生駒市
北コミュニティセンターISTAはば

たき
奈良先端科学技術大学院大学前

奈良県 4/13 （月） 奈良市 興福寺 東大寺大仏殿 奈良市　東大寺大仏殿
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大阪府 4/14 （火） 堺市 大仙公園いこいの広場 さかい利晶の杜

大阪府 4/14 （火） 東大阪市
若江岩田駅東側 （大阪瓢箪山線

（１））
花園ラグビー場

大阪府 4/14 （火） 門真市 三島神社周辺 二島小学校グラウンド４周目

大阪府 4/14 （火） 枚方市 枚方公園駅西口広場 枚方市役所前　岡東中央公園

大阪府 4/14 （火） 豊中市 調整中 調整中

大阪府 4/14 （火） 池田市
ダイハツ工業本社（池田）工場第2

地区西門
池田市役所前

大阪府 4/14 （火） 箕面市 箕面市立かやの広場 芦原公園

大阪府 4/14 （火） 茨木市 畑田東交差点南 茨木市役所前

大阪府 4/14 （火） 吹田市 万博記念公園（１） 万博記念公園（６）
吹田市　大阪府日本万国博覧会記

念公園　お祭り広場

大阪府 4/15 （水） 泉佐野市 りんくうアイスパーク 泉佐野駅前

大阪府 4/15 （水） 貝塚市 日本生命体育館前 貝塚市立第一中学校運動場

大阪府 4/15 （水） 和泉市 池上曽根史跡公園（１） 池上曽根史跡公園（5）

大阪府 4/15 （水） 岸和田市 春木本町だんじり小屋付近 岸和田城

大阪府 4/15 （水） 太子町 道の駅　近つ飛鳥の里太子 太子　和みの広場

大阪府 4/15 （水） 柏原市 玉手山公園　後藤又兵衛の碑前 玉手中学校

大阪府 4/15 （水）
羽曳野市

藤井寺市
古市駅西駐車場 応神陵前交差点

大阪府 4/15 （水） 大阪市 NTT西日本本社ビル NTT西日本本社ビル

大阪府 4/15 （水） 大阪市 大阪城公園内（大阪府庁前） 1 大阪市中央公会堂
大阪市　中之島公園　大阪市

中央公会堂前

※大阪市では、大阪城近辺で、

船による聖火リレーの実施を予

定しています。

徳島県 4/16 （木）
三好市

東みよし町
箸蔵山ロープウェイ登山口駅

県道12号線上交差点（東みよし町

昼間）

徳島県 4/16 （木）
つるぎ町

美馬市
貞光ゆうゆうぱーく

美馬市立美馬中学校・美馬小学校

前

徳島県 4/16 （木） 神山町 県立城西高等学校神山校前 神山町役場前

徳島県 4/16 （木）
阿波市

吉野川市

県道15号線上（阿波市吉野町西条

字出口）
国道192号線・県道235号線交差点

徳島県 4/16 （木）
石井町

上板町
石井町立藍畑小学校

県道34号線上(上板町椎本字寺ノ

前)

徳島県 4/16 （木）
板野町

藍住町
ENEOS板野インター前店前 藍住インターチェンジ前

7/36



都道府県名 開催日 開催曜日 市区町村名 出発地 到着地 セレブレーション会場 特殊な走行手段

徳島県 4/16 （木）
北島町

松茂町
北島北公園東 松茂町立喜来小学校付近

徳島県 4/16 （木） 鳴門市 鳴門市立鳴門中学校前
鳴門ウチノ海総合公園（西側広

場）

鳴門市　鳴門ウチノ海総合公

園（西側広場）

徳島県 4/17 （金） 海陽町 阿波海南文化村 国道55号線上(海陽町大里)

徳島県 4/17 （金） 牟岐町 牟岐町立牟岐中学校・牟岐小学校 牟岐駅前交差点

徳島県 4/17 （金） 上勝町 上勝町ゼロ・ウェイストセンター 県道16号線上(上勝町大字傍示)

徳島県 4/17 （金） 美波町 美波町役場 薬王寺前交差点

徳島県 4/17 （金） 那賀町 自動車販売店前 那賀町役場本庁舎

徳島県 4/17 （金） 勝浦町 県立小松島西高等学校勝浦校前 勝浦町人形文化交流館

徳島県 4/17 （金）
阿南市

小松島市
苅屋川橋上 病院付近

徳島県 4/17 （金） 佐那河内村 佐那河内村役場前
国道438号線上（佐那河内村下根

郷）

徳島県 4/17 （金） 徳島市
徳島港フェリーターミナル前交差

点

アスティとくしま（多目的ホー

ル）

徳島市　アスティとくしま

（多目的ホール）

香川県 4/18 （土） 宇多津町 宇多津町役場 ユープラザうたづ北側駐車場前

香川県 4/18 （土） 丸亀市 丸亀市猪熊弦一郎現代美術館 丸亀城本丸

香川県 4/18 （土） まんのう町 満濃農村環境改善センター前 スポーツセンターまんのう

香川県 4/18 （土） 直島町 直島町民グランド 赤かぼちゃ広場

香川県 4/18 （土） 琴平町 石段前１ 琴平駅前

香川県 4/18 （土） 善通寺市 善通寺駅前 にぎわい広場

香川県 4/18 （土） 多度津町 多度津駅前 金剛禅総本山少林寺本部境内

香川県 4/18 （土） 三豊市 仁尾公園 父母ヶ浜ポート

香川県 4/18 （土） 観音寺市 観音寺市役所前 観音寺まちなか交流駐車場
観音寺市　観音寺まちなか交

流駐車場

香川県 4/19 （日） 坂出市 坂出市役所前 坂出駅前ハナミズキ広場

香川県 4/19 （日） 坂出市 造船所前バス停 鍋島燈台付近

香川県 4/19 （日） 綾川町 萱原北交差点付近 道の駅　滝宮

香川県 4/19 （日） 土庄町 太陽の贈り物前 土庄町役場

香川県 4/19 （日） 小豆島町 道の駅小豆島オリーブ公園 西村公民館前
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香川県 4/19 （日） 東かがわ市
（東かがわ市交流プラザ）田高田

交差点付近
ひとの駅さんぼんまつ

香川県 4/19 （日） さぬき市 さぬき警察署前 さぬき市役所

香川県 4/19 （日） 三木町 ウォーキングセンター 三木町役場

香川県 4/19 （日） 高松市 栗林公園 玉藻公園桜の馬場 高松市　玉藻公園　桜の馬場

※高松市では、玉藻公園内堀に

おいて、和船による聖火リレー

の実施を予定しています。

高知県 4/20 （月） 高知市 坂本龍馬像前 坂本龍馬記念館

高知県 4/20 （月） いの町 船着き場(川船で一周してゴール) 船着き場(川船で一周してゴール)

※いの町では、仁淀川におい

て、川船による聖火リレーの実

施を予定しています。

高知県 4/20 （月） 土佐市 量販店北入口
土佐市バイパス線上コンビニエン

スストア前

高知県 4/20 （月） 須崎市 原町児童遊園 須崎市道の駅

高知県 4/20 （月） 梼原町 三嶋神社 神幸橋前 維新の門

高知県 4/20 （月） 四万十町 四万十町役場西庁舎前 四万十町役場東庁舎駐車場

高知県 4/20 （月） 四万十市 右山交差点南30ｍ地点 四万十川（赤鉄橋）西詰

高知県 4/20 （月） 四万十市 佐田沈下橋左岸 佐田沈下橋左岸

高知県 4/20 （月） 土佐清水市 清水中学校西門前
旧県合同庁舎前広場(土佐清水市西

町(越漁港））

高知県 4/20 （月） 宿毛市 林邸前 宿毛湾港新田緑地（海風公園）
宿毛市　宿毛湾港新田緑地

（海風公園）

高知県 4/21 （火） 南国市 協同組合テクノ高知会館前 南国市役所

高知県 4/21 （火） 安田町 安田川橋東詰交差点北側 野田川合流点

高知県 4/21 （火） 香美市
香美市立秦山公園ふれあい広場内

ステージ
香美市立市民グラウンド南側

高知県 4/21 （火） 田野町 田野町体育センター 田野町ふれあいセンター

高知県 4/21 （火） 香南市 のいち動物公園入口 市道駅前南北線南詰

高知県 4/21 （火） 北川村 モネの庭入口 モネの庭入口

高知県 4/21 （火） 安芸市 カリヨン広場 本町コミュニティーセンター前

高知県 4/21 （火） 奈半利町 ふるさと海岸西側漁協出抜け付近 奈半利町海浜センター

高知県 4/21 （火） 室戸市 高知県立室戸高等学校前
室戸市立室戸小学校（グラウン

ド）

高知県 4/21 （火） 東洋町
生見サーフィンビーチ東側駐車場

付近

生見サーフィンビーチ西側駐車場

付近

高知県 4/21 （火） 高知市 高知市役所前 中央公園 高知市　中央公園
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愛媛県 4/22 （水） 四国中央市 愛媛県紙産業技術センター
しこちゅ～ホール（市民文化ホー

ル）

愛媛県 4/22 （水） 新居浜市 あかがねミュージアム 新居浜市役所正面

愛媛県 4/22 （水） 西条市 石鎚スキー場　ピクニック園地 石鎚神社　成就社

愛媛県 4/22 （水） 今治市 広小路（共栄町） 今治城吹揚公園

愛媛県 4/22 （水） 上島町 生名総合支所駐車場前 立石多目的グラウンド駐車場

愛媛県 4/22 （水） 東温市 牛渕歩道橋前 北野田交差点776m西側

愛媛県 4/22 （水） 久万高原町 笛ヶ滝公園 道の駅天空の郷さんさん

愛媛県 4/22 （水） 松前町 想い通り（１） 想い通り（７）

愛媛県 4/22 （水） 松山市 道後温泉別館飛鳥乃湯泉　前庭 松山城城山公園堀之内地区
松山市　松山城城山公園堀之

内地区（やすらぎ広場）

愛媛県 4/23 （木） 砥部町 国道33号（１）県運動公園交差点 国道33号（８）麻生交差点南側

愛媛県 4/23 （木） 愛南町 馬瀬山駐車場 宇和海展望タワー

愛媛県 4/23 （木） 伊予市
伊予市しおさい公園（市民体育館

前）
伊予市総合保健福祉センター

愛媛県 4/23 （木） 内子町 内子自治センター駐車場 高昌寺駐車場

愛媛県 4/23 （木） 大洲市 新町・常磐町間交差点 横断歩道 冨士橋如法寺河原側

愛媛県 4/23 （木） 松野町 松野町役場前 道の駅虹の森公園まつの

愛媛県 4/23 （木） 鬼北町 鬼北町役場前 道の駅森の三角ぼうし

愛媛県 4/23 （木） 西予市 卯之町駅 西予市営宇和球場駐車場

愛媛県 4/23 （木） 宇和島市 宇和島市立伊達博物館前 きさいや広場前

愛媛県 4/23 （木） 伊方町 三崎高等学校 佐田岬はなはな

愛媛県 4/23 （木） 八幡浜市 八幡浜市役所前 道の駅　八幡浜みなっと

八幡浜市　道の駅・みなとオアシ

ス八幡浜みなっと（緑地公園芝生

広場）

大分県 4/24 （金） 別府市 別府市国際観光港多目的広場 的が浜公園

大分県 4/24 （金） 日出町 八日市交差点西 ENEOS西石油SS前

大分県 4/24 （金） 杵築市 市道守末下原線（1） 藩校の門前

大分県 4/24 （金） 国東市 小原バス停 国東市役所

大分県 4/24 （金） 姫島村 姫島港 姫島村役場
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大分県 4/24 （金） 豊後高田市 豊後高田市役所 豊後高田商工会議所前

大分県 4/24 （金） 宇佐市 宇佐高校前バス停（1） 呉橋

大分県 4/24 （金） 中津市 中津市立樋田小学校付近 耶馬トピア

大分県 4/24 （金） 日田市 日の出町バス停 中央公園 日田市　中央公園

大分県 4/25 （土） 玖珠町 メルサンホール駐車場 玖珠川河川敷

大分県 4/25 （土） 九重町 温泉入口交差点
九重”夢”大吊橋　北方ゲート駐車

場

大分県 4/25 （土） 由布市 由布院駅前 金鱗湖美術館

大分県 4/25 （土） 竹田市 竹田市役所 竹田市立歴史資料館前

大分県 4/25 （土） 佐伯市 佐伯市歴史資料館前 佐伯市役所

大分県 4/25 （土） 津久見市 ENEOS港町SS 津久見市民会館

大分県 4/25 （土） 臼杵市 臼杵津久見警察署前 臼杵歴史資料館付近

※臼杵市では、山内流の日本泳

法による聖火リレーの実施を予

定しています。

大分県 4/25 （土） 豊後大野市 二宮八幡社前 緒方三郎惟栄館跡

大分県 4/25 （土） 大分市 かんたん港園 祝祭の広場 大分市　祝祭の広場

宮崎県 4/26 （日） 高千穂町 高千穂神社 くしふる神社

宮崎県 4/26 （日） 延岡市 延岡市役所前 柔道場前

宮崎県 4/26 （日） 日向市 大御神社 お倉ヶ浜総合公園

宮崎県 4/26 （日） 高鍋町 高鍋保健所前 舞鶴公園

宮崎県 4/26 （日） 西都市 西都原イベント広場 あいそめ広場

宮崎県 4/26 （日） 宮崎市 宮崎神宮 県庁前楠並木通 宮崎市　宮崎県庁前楠並木通

宮崎県 4/27 （月） 宮崎市 こどものくに 青島参道南広場

宮崎県 4/27 （月） 日南市 星倉４丁目コンビニ前 飫肥城内鐘撞堂下

宮崎県 4/27 （月） 串間市 串間市総合運動公園 寺里交差点先

宮崎県 4/27 （月） 三股町 三股町多目的スポーツセンター 西部地区体育館

宮崎県 4/27 （月） 都城市 Mallmall　まちなか広場 都城市総合文化ホール前

宮崎県 4/27 （月） 小林市 東上町交差点先 小林市役所
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都道府県名 開催日 開催曜日 市区町村名 出発地 到着地 セレブレーション会場 特殊な走行手段

宮崎県 4/27 （月） えびの市 えびの駅 グリーンパークえびの

えびの市　コカ･コーラ ボトラー

ズジャパン(株) グリーンパークえ

びの

鹿児島県 4/28 （火） 志布志市 観光船バース 志布志運動公園陸上競技場

鹿児島県 4/28 （火） 鹿屋市 鹿屋商工会議所前
城山公園交差点（ファミリーレス

トラン前）

鹿児島県 4/28 （火） 奄美市 奄美文化センター前 奄美市役所前

鹿児島県 4/28 （火） 南大隅町 北緯31度線展望広場 佐多岬展望台

鹿児島県 4/28 （火） 霧島市 隼人塚公園 霧島市役所

鹿児島県 4/28 （火） 姶良市 姶良市役所前 姶良市脇元543前

鹿児島県 4/28 （火） 鹿児島市 ナポリ通り ウォーターフロントパーク
鹿児島市　ウォーターフロン

トパーク

鹿児島県 4/29 （水） 出水市 出水市役所 ツル博物館入り口

鹿児島県 4/29 （水） 西之表市 八坂神社 市営グラウンド

鹿児島県 4/29 （水） 薩摩川内市 上川内駅前交差点
電力会社入口交差点横断歩道手前

信号機下

鹿児島県 4/29 （水） 日置市 日置市役所東側駐車場入口前 伊集院小学校正門前

鹿児島県 4/29 （水） 伊佐市 曽木の滝公園 芝生広場 曽木の滝観光案内所

鹿児島県 4/29 （水） 南九州市 知覧特攻平和会館前 南九州市役所前交差点（永久橋）

鹿児島県 4/29 （水） 指宿市 太陽光発電西門前 指宿市営陸上競技場 指宿市　指宿市営陸上競技場

沖縄県 5/2 （土） 那覇市
首里城公園　守礼門・園比屋武御

嶽石門前
玉陵入口

沖縄県 5/2 （土） 那覇市 新都心公園 県民広場

※那覇市では、ゆいレールによ

る聖火リレーの実施を予定して

います。

沖縄県 5/2 （土） 宜野湾市 宜野湾市営球場前バス停 宜野湾海浜公園多目的運動場前

沖縄県 5/2 （土） 沖縄市 コザ運動公園陸上競技場
沖縄市戦後文化資料展示館ヒスト

リート前

沖縄県 5/2 （土） うるま市 与那城総合公園陸上競技場 海中道路ロードパーク

沖縄県 5/2 （土） 石垣市 ７３０記念碑 舟蔵公園

沖縄県 5/2 （土） 名護市 嘉陽地区入口 美ら島自然学校

沖縄県 5/2 （土） 本部町 海洋博公園内 水族館前 海洋博公園噴水広場前

沖縄県 5/2 （土） 名護市 東江中学校前 名護市民会館前芝生広場
名護市　名護市民会館前芝生

広場

沖縄県 5/3 （日） 豊見城市 沖縄空手会館　特別道場前 沖縄コカ・コーラ豊見城営業所前
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都道府県名 開催日 開催曜日 市区町村名 出発地 到着地 セレブレーション会場 特殊な走行手段

沖縄県 5/3 （日） 浦添市 浦添市役所 ANA FIELD浦添

沖縄県 5/3 （日） 座間味村 古座間味ビーチ　中央 古座間味ビーチ

※座間味村では、サバニによる

聖火リレーの実施を予定してい

ます。

沖縄県 5/3 （日） 北谷町 北谷町役場
美浜アメリカンビレッジ地区　美

浜多目的広場

沖縄県 5/3 （日） 宮古島市 宮古島市役所 沖縄県宮古合同庁舎

沖縄県 5/3 （日） 南城市 ニライカナイ橋入口 知念体育館駐車場

沖縄県 5/3 （日） 糸満市
兼城交差点　ドコモショップ糸満

店前
糸満市役所

沖縄県 5/3 （日） 糸満市 平和祈念公園　沖縄平和祈念堂前
平和祈念公園　平和の丘前式典広

場
糸満市　沖縄県平和祈念公園

熊本県 5/6 （水） 人吉市 人吉城ふるさと歴史の広場 青井阿蘇神社(境内)

熊本県 5/6 （水） 水俣市 水俣駅前 恋路島
※水俣市では、船による聖火リ

レーの実施を予定しています。

熊本県 5/6 （水） 天草市 天草市民センター 本戸公園

熊本県 5/6 （水） 宇土市 宇土市役所仮設庁舎玄関前 宇土市市民体育館前

熊本県 5/6 （水） 八代市 八代城址東側 やつしろハーモニーホール
八代市　やつしろハーモニー

ホール多目的広場

熊本県 5/7 （木） 益城町 益城町役場建設予定地 惣領交差点手前

熊本県 5/7 （木） 南阿蘇村 旧からあげ店前 国道57号線新阿蘇大橋手前

熊本県 5/7 （木） 阿蘇市 熊本県阿蘇地域振興局北入口 阿蘇神社

熊本県 5/7 （木） 菊池市 菊池市生涯学習センターKiCROSS 菊池市民広場

熊本県 5/7 （木） 山鹿市 鹿本高校入口 さくら湯前

熊本県 5/7 （木） 和水町 吉地尋常小学校跡地前 金栗四三生家

熊本県 5/7 （木） 玉名市 玉名市民会館前 立願寺公園前

熊本県 5/7 （木） 熊本市 銀座通り入口（国道3号線側） 熊本城二の丸駐車場 熊本市　熊本城二の丸駐車場

長崎県 5/8 （金） 南島原市 南島原市役所 南島原市有家総合運動公園

長崎県 5/8 （金） 島原市 島原城天守閣前 島原文化会館

長崎県 5/8 （金） 雲仙市 愛野小学校グラウンド付近 愛野運動公園内駐車場

長崎県 5/8 （金） 壱岐市 原ノ辻ガイダンス前 壱岐市立一支国博物館

長崎県 5/8 （金） 新上五島町 上五島空港 頭ヶ島天主堂

長崎県 5/8 （金） 諫早市 諫早駅前 諫早市役所前広場

13/36



都道府県名 開催日 開催曜日 市区町村名 出発地 到着地 セレブレーション会場 特殊な走行手段

長崎県 5/8 （金） 大村市 大村市役所ロータリー ミライon

長崎県 5/8 （金） 長崎市 平和公園内平和祈念像前 長崎水辺の森公園 長崎市　長崎水辺の森公園

※長崎市では、過去と未来を繋

ぐ「遣唐使船」による聖火リ

レーの実施を予定しています。

長崎県 5/9 （土） 長与町 中尾城公園駐車場 定林橋バス停付近

長崎県 5/9 （土） 時津町 久留里交番前交差点付近 時津北部ターミナル前交差点

長崎県 5/9 （土） 西海市 八木原運動場 大石バス停

長崎県 5/9 （土） 五島市 丸木漁港　福江魚市前 福江小学校

長崎県 5/9 （土） 対馬市 万松院
朝鮮通信使対馬易地聘礼200周年記

念壁画前

長崎県 5/9 （土） 松浦市 松浦市役所駐車場 道の駅『松浦海のふるさと館』

長崎県 5/9 （土） 平戸市 亀岡神社（平戸城内） 平戸オランダ商館

長崎県 5/9 （土） 佐々町 佐々町文化会館駐車場 佐々ＩＣ入口手前

長崎県 5/9 （土） 佐世保市
ドコモショップみなとインター店

前
ニミッツパーク 佐世保市　ニミッツパーク

佐賀県 5/10 （日） 太良町 大魚神社の海中鳥居前 道の駅太良 北側駐車場

佐賀県 5/10 （日） 鹿島市 祐徳稲荷神社太鼓橋前 大村方工場団地入口

佐賀県 5/10 （日） 嬉野市 うれしの茶交流館チャオシル 嬉野市保健センター前

佐賀県 5/10 （日） 白石町 大弘寺 道の駅しろいし

佐賀県 5/10 （日） 武雄市 武雄競輪場 公園前 武雄温泉楼門

佐賀県 5/10 （日） 有田町 有田町役場東出張所前 有田磁石場組合前駐車場

佐賀県 5/10 （日） 伊万里市 国見台公園 市民センター

佐賀県 5/10 （日） 玄海町 棚田広場 浜野浦の棚田展望台

佐賀県 5/10 （日） 唐津市 市民会館前 H＆R佐賀唐津横広場
唐津市　ホテル＆リゾーツ佐

賀唐津横広場

佐賀県 5/11 （月） 基山町 基山町役場 基山中央公園

佐賀県 5/11 （月） 鳥栖市 鳥栖市役所 鳥栖駅前

佐賀県 5/11 （月） みやき町 千栗土居公園公共トイレ前 みやき町庁舎防災センター

佐賀県 5/11 （月） 上峰町 上峰町中央公園 上峰町役場

佐賀県 5/11 （月）
吉野ヶ里町

神埼市
吉野ヶ里歴史公園東口駐車場 王仁博士顕彰公園
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佐賀県 5/11 （月） 小城市 小城駅 村岡総本舗羊羹資料館前

佐賀県 5/11 （月） 多久市 多久高等学校正門前 多久駅　北口

佐賀県 5/11 （月）
大町町

江北町
リサイクルショップ前

江北町観音下交差点東 国土交通省

掲示板前

佐賀県 5/11 （月） 佐賀市 佐賀市役所前 県立博物館・美術館前
佐賀市　県立博物館・美術館

前広場

福岡県 5/12 （火） 大牟田市 大牟田市役所玄関前 諏訪公園

福岡県 5/12 （火） 筑後市 九州芸文館前 球場前

福岡県 5/12 （火） 糸島市 伊都文化会館 糸島市役所

福岡県 5/12 （火） 久留米市 六ツ門交差点 久留米シティプラザ六角堂広場

福岡県 5/12 （火） 春日市 自然風庭園 球技場内フィールド

福岡県 5/12 （火） 朝倉市 浜川橋西側 サンライズ杷木

福岡県 5/12 （火） 東峰村 筑前岩屋駅前 棚田親水公園内イベント広場

福岡県 5/12 （火） 太宰府市 太宰府天満宮参道 大宰府政庁跡

福岡県 5/12 （火） 福岡市 NTT西日本天神ビル NTT西日本天神ビル

福岡県 5/12 （火） 志免町 志免町総合福祉施設シーメイト 福岡トヨペット志免店前

福岡県 5/12 （火） 福岡市 清流公園内 商業施設北側入り口付近

福岡県 5/12 （火） 福岡市 神社鳥居前 マリンメッセ福岡前広場
福岡市　マリンメッセ福岡前

広場

福岡県 5/13 （水） 築上町 物産館　メタセの杜 築上町築城支所

福岡県 5/13 （水） 田川市 たがわこどもセンターまいまい駐車場 桜町区公民館交差点東

福岡県 5/13 （水） 添田町 添田町役場前 そえだ公民館駐車場

福岡県 5/13 （水） 飯塚市 飯塚市役所前
飯塚市文化会館 イイヅカコスモス

コモン広場

福岡県 5/13 （水） 桂川町 桂川駅前自動車整理場 王塚古墳

福岡県 5/13 （水） 宮若市 宮若市役所前 本城交差点

福岡県 5/13 （水） 宮若市
トヨタ自動車九州　宮田工場　正

門内

トヨタ自動車九州　宮田工場　車

体部　部品出荷場前

福岡県 5/13 （水） 宗像市
日の里大通り入口 日の里一丁目団

地101棟前

宗像ユリックス南側ゾーン サー

キットトレーニングコース

福岡県 5/13 （水） 中間市
遠賀川水源地ポンプ室前河川敷駐

車場
屋根のない博物館
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都道府県名 開催日 開催曜日 市区町村名 出発地 到着地 セレブレーション会場 特殊な走行手段

福岡県 5/13 （水） 福津市 新原・奴山古墳群24号墳付近 新原・奴山古墳群展望所

福岡県 5/13 （水） 北九州市 門司港レトロ展望室前
門司港（関門海峡ミュージアムイ

ベント広場）

北九州市　門司港（関門海峡

ミュージアム　イベント広場）

山口県 5/14 （木） 岩国市 吉香公園内 錦帯橋入口交差点南

山口県 5/14 （木） 柳井市 柳井市役所正面玄関前 柳井小学校グラウンド

山口県 5/14 （木） 光市 駐車場 平和の光の碑

山口県 5/14 （木） 下松市 下松市市民体育館 下松工業高校グラウンド前

山口県 5/14 （木） 周南市 遠石八幡宮前バス停 徳山駅賑わい交流施設

山口県 5/14 （木） 防府市 佐波小学校前 防府天満宮

山口県 5/14 （木） 山口市 瑠璃光寺五重塔前 中央公園 山口市　中央公園

山口県 5/15 （金） 宇部市 山口宇部空港ふれあい公園 常盤公園彫刻の丘

山口県 5/15 （金） 山陽小野田市
県立おのだサッカー交流公園 交流

施設棟前

トヨタカローラ山口（株）、山口

トヨペット（株）小野田店前

山口県 5/15 （金） 下関市 姉妹都市ひろば 海峡ゆめ広場

山口県 5/15 （金） 美祢市 カルストロード（1） 長者ヶ森駐車場

山口県 5/15 （金） 長門市 長門高校前　バス停 道の駅 センザキッチン

山口県 5/15 （金） 萩市 萩市民体育館 萩中央公園 萩市　萩中央公園

島根県 5/16 （土） 津和野町 道の駅津和野温泉なごみの里 津和野駅前

島根県 5/16 （土） 知夫村 村道頭細線起点 赤ハゲ山展望台広場

島根県 5/16 （土） 益田市 益田市役所前 医光寺入口（総門前）

島根県 5/16 （土） 浜田市 水産物販売施設前 浜田市役所前

島根県 5/16 （土） 江津市 総合市民センター正面入口付近
国道９号及び市道岩貝線交差点信

号付近

島根県 5/16 （土） 川本町 悠邑ふるさと会館（音戯館前） 玉繰橋付近

島根県 5/16 （土） 邑南町 中野公民館 邑南町役場 邑南町　邑南町役場駐車場

島根県 5/17 （日） 大田市 大田市立第一中学校校庭
国土交通省松江国道事務所大田監

督官詰所前

島根県 5/17 （日） 出雲市 出雲大社正面鳥居前（勢溜） 浜山公園陸上競技場

島根県 5/17 （日） 雲南市 雲南市役所前 病院
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都道府県名 開催日 開催曜日 市区町村名 出発地 到着地 セレブレーション会場 特殊な走行手段

島根県 5/17 （日） 奥出雲町 三成公園陸上競技場内（本部） カルチャープラザ仁多駐車場

島根県 5/17 （日） 隠岐の島町 空港ふれあい公園駐車場前 西郷岬灯台

島根県 5/17 （日） 安来市 安来駅前ロータリー ホームセンター前

島根県 5/17 （日） 松江市 岸公園 松江城馬溜 松江市　国宝松江城

広島県 5/18 （月） 三次市 三次もののけミュージアム前 三次駅

広島県 5/18 （月） 三次市 みよし運動公園 みよし運動公園

広島県 5/18 （月） 庄原市 庄原市役所前 里山の駅庄原ふらり前

広島県 5/18 （月） 東広島市 西条駅南口交差点 御薗宇ランプ交差点

広島県 5/18 （月） 呉市 宝橋西詰交差点 呉市中央公園

広島県 5/18 （月） 坂町 スポーツ施設 坂町役場

広島県 5/18 （月） 広島市
ショッピングセンター南側出入口

付近
平和記念公園（広島国際会議場）

広島市　平和記念公園（広島

国際会議場）

※広島市では、平和記念公園内

において、日本泳法による聖火

リレーの実施を予定していま

す。

広島県 5/19 （火） 廿日市市
嚴島神社　高舞台 （廿日市市ス

タート）
宮島桟橋前広場

広島県 5/19 （火） 廿日市市 広島総合病院西交差点 廿日市市役所市民プラザ

広島県 5/19 （火） 海田町
中店８－２４　織田幹雄スクエア

（令和２年4月開館予定）
中店９ー３１　海田公民館

広島県 5/19 （火） 海田町 海田小学校前交差点 西浜交差点

広島県 5/19 （火） 三原市 広島県東部建設事務所三原支所前 神明本殿北側

広島県 5/19 （火） 尾道市
多々羅大橋中央（県境）付近～

（今治方面→尾道）
多々羅大橋

広島県 5/19 （火） 尾道市 尾道漁業協同組合手前 西御所県営上屋２号

広島県 5/19 （火） 府中市 はじまりの広場前 中須中交差点

広島県 5/19 （火） 福山市 緑町公園内（1） 福山市総合体育館敷地内（２） 福山市　福山市総合体育館

岡山県 5/20 （水） 井原市 衣料品店駐車場 井原市役所

岡山県 5/20 （水） 高梁市 八重垣神社前 正宗公園

岡山県 5/20 （水） 吉備中央町 町道高曽線（1） きびプラザさんさん広場

岡山県 5/20 （水） 総社市
国民宿舎サンロード吉備路正面玄

関前
備中国分寺

岡山県 5/20 （水） 倉敷市 美観地区高砂橋前 倉敷市役所正面ロータリー
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都道府県名 開催日 開催曜日 市区町村名 出発地 到着地 セレブレーション会場 特殊な走行手段

岡山県 5/20 （水） 岡山市 岡山市役所構内駐車場 岡山城下の段 岡山市　岡山城 下の段

岡山県 5/21 （木） 玉野市 宇野のチヌ 宇野港第１突堤

※玉野市では、宇野港におい

て、小型クルーズ船による聖火

リレーの実施を予定していま

す。

岡山県 5/21 （木） 真庭市 ワイナリー前 乗馬クラブ付近

岡山県 5/21 （木） 赤磐市 赤磐市熊山支所庁舎出入口 熊山運動公園 多目的広場

岡山県 5/21 （木） 美作市 現代玩具博物館・オルゴール夢館 美作市役所

岡山県 5/21 （木） 奈義町 滝本グラウンド前 奈義町中央広場

岡山県 5/21 （木） 津山市 岡山県津山陸上競技場 津山中央公園グラウンド
津山市　津山中央公園グラウ

ンド

鳥取県 5/22 （金） 境港市 水木しげる記念館 境港市役所前

鳥取県 5/22 （金） 米子市 皆生プレイパーク こども園多目的グラウンド

鳥取県 5/22 （金） 日吉津村 日吉津小学校 村道今吉中線交差点北

鳥取県 5/22 （金） 南部町 赤猪岩神社前駐車場 国道180号線南部バイパス横町道

鳥取県 5/22 （金） 日南町 日南町役場 道の駅にちなん日野川の郷

鳥取県 5/22 （金） 日野町 根雨小学校グラウンド 鳥取県日野振興センター

鳥取県 5/22 （金） 江府町 江尾駅 江府町役場

鳥取県 5/22 （金） 伯耆町 伯耆町役場 大殿交差点

鳥取県 5/22 （金） 大山町 道の駅大山恵みの里入口 大山町役場

鳥取県 5/22 （金） 倉吉市 山根 セレブレーション会場 倉吉市　倉吉市営ラグビー場

鳥取県 5/23 （土） 琴浦町 道の駅ポート赤碕 八橋1区バス停

鳥取県 5/23 （土） 北栄町 由良駅 ふるさと館駐車場

鳥取県 5/23 （土） 三朝町 かじか橋 キュリー広場

鳥取県 5/23 （土） 湯梨浜町
東郷湖羽合臨海公園長和田地区駐

車場
燕趙園前

鳥取県 5/23 （土） 鳥取市 鳥取砂丘① 鳥取砂丘ゴール

鳥取県 5/23 （土） 岩美町 岩美町役場 浦富海岸駐車場

鳥取県 5/23 （土） 八頭町 郡家駅 八頭高校

鳥取県 5/23 （土） 若桜町 地域福祉センタードリーミー 若桜町役場
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都道府県名 開催日 開催曜日 市区町村名 出発地 到着地 セレブレーション会場 特殊な走行手段

鳥取県 5/23 （土） 智頭町 どうだん広場 智頭中学校グラウンド

鳥取県 5/23 （土） 鳥取市 鳥取県庁 鳥取駅前花時計周辺

鳥取県 5/23 （土） 鳥取市 布勢総合運動公園① セレブレーション会場

鳥取市　コカ・コーラボトラーズ

ジャパンスポーツパーク

布勢総合運動公園・球技場

兵庫県 5/24 （日） 豊岡市 六方防災ステーション立野拠点 市役所前市民広場

兵庫県 5/24 （日） 朝来市 北千畳 南千畳

兵庫県 5/24 （日） 朝来市 朝来市立竹田小学校グラウンド 竹田駅

兵庫県 5/24 （日） 宍粟市 音水湖カヌー競技場第２会場 ダム管理事務所前

※宍粟市では、音水湖周辺で、

一部カヌーにより聖火リレーの

実施を予定しています。

兵庫県 5/24 （日） 加東市 兵庫県北播磨県民局社総合庁舎前 加東市役所前

兵庫県 5/24 （日） 小野市 小野市役所駐車場出口 小野希望の丘陸上競技場内

兵庫県 5/24 （日） 加古川市 兵庫県加古川総合庁舎前 鶴林寺

兵庫県 5/24 （日） 姫路市 大手前公園 姫路城三の丸広場 姫路市　姫路城三の丸広場

兵庫県 5/25 （月） 神戸市 兵庫県庁芝生広場 BEKOBEモニュメント前

兵庫県 5/25 （月） 明石市 明石市立天文科学館前
大蔵海岸公園こども広場北側ロー

タリー

兵庫県 5/25 （月） 南あわじ市 西淡中学校前 ビーチバレーコート・瓦舞台付近

兵庫県 5/25 （月） 西宮市 甲子園駅前広場 浜甲子園運動公園東駐車場

兵庫県 5/25 （月） 尼崎市
尼崎市記念公園陸上競技場（西側

スタンド前）
尼崎城址公園

兵庫県 5/25 （月） 三田市 郷の音ホール駐車場西口 西対中東交差点

兵庫県 5/25 （月） 丹波篠山市 篠山中学校 篠山城跡三の丸広場
丹波篠山市　篠山城跡三の丸

広場

京都府 5/26 （火） 京丹後市 京都府漁協内 八丁浜小浜南側キャンプ場付近

京都府 5/26 （火） 宮津市
点火ステージ⇒日本三景の碑前(文

珠側)
全国健称マラソンの碑前(府中側)

京都府 5/26 （火） 舞鶴市 舞鶴赤れんがパーク 中総合会館玄関前

京都府 5/26 （火） 綾部市 綾部駅（南口） 綾部市市民センター

京都府 5/26 （火） 福知山市 福知山市役所駐車場 福知山市役所前

京都府 5/26 （火） 長岡京市 西ノ口交差点 花山3丁目

京都府 5/26 （火） 亀岡市 亀岡市役所 京都府立京都スタジアム
亀岡市　京都府立京都スタジ

アム
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京都府 5/27 （水） 宇治市 宇治市役所 京阪宇治駅前ロータリー内

京都府 5/27 （水） 宇治田原町 郷之口会館前 宇治田原町総合文化センター前

京都府 5/27 （水） 城陽市
城陽市立南部コミュニティセン

ター
文化パルク城陽

京都府 5/27 （水） 木津川市 国際高等研究所 木津川台中央公園

京都府 5/27 （水） 精華町
パナソニック株式会社イノベー

ション推進部門京阪奈地区前（1）
けいはんな記念公園前（2）

京都府 5/27 （水） 京田辺市 同志社大学京田辺校地正門前 京田辺市役所前

京都府 5/27 （水） 八幡市 さつき近隣公園 松花堂庭園

京都府 5/27 （水） 久御山町 久御山中央公園出入口 久御山町立御牧小学校前

京都府 5/27 （水） 京都市 二条城唐門 岡崎公園 京都市　岡崎公園

滋賀県 5/28 （木） 高島市 マキノピックランド メタセコイア並木

滋賀県 5/28 （木） 守山市
琵琶湖大橋（びわ湖大橋米プラ

ザ）
琵琶湖サイクリストの聖地碑

※守山市では、琵琶湖大橋付近

で、自転車による聖火リレーの

実施を予定しています。

滋賀県 5/28 （木） 野洲市 コミュニティセンターきたの前 野洲市総合体育館前

滋賀県 5/28 （木） 近江八幡市 日牟禮八幡宮前 近江八幡市役所

滋賀県 5/28 （木） 竜王町 竜王中学校 苗村神社

滋賀県 5/28 （木） 湖南市 菩提寺新町交差点 菩提寺鵜ヶ下交差点

滋賀県 5/28 （木） 栗東市 栗東市民体育館 手原駅前

滋賀県 5/28 （木） 草津市 草津駅東口周辺 草津市役所

滋賀県 5/28 （木） 大津市 市民プラザ 大津港業務用地 大津市　大津港業務用地

滋賀県 5/29 （金） 甲賀市 水口スポーツの森陸上競技場 甲賀市役所

滋賀県 5/29 （金） 日野町 松尾中央交差点付近 日野町村井地先

滋賀県 5/29 （金） 東近江市 東近江市役所前 八日市駅前

滋賀県 5/29 （金） 愛荘町 愛荘町中央スポーツ公園 ゆうがくの郷

滋賀県 5/29 （金） 豊郷町 豊郷町役場 先人を偲ぶ館

滋賀県 5/29 （金） 甲良町 甲良町公民館前 道の駅こうら
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滋賀県 5/29 （金） 多賀町 多賀大社前駅 多賀町役場

滋賀県 5/29 （金） 彦根市
夢京橋キャッスルロード（本町１

丁目交差点）
いろは松駐車場

滋賀県 5/29 （金） 米原市 米原駅西口（ロータリー広場） 中多良南交差点付近

滋賀県 5/29 （金） 長浜市 長浜水道企業団前 豊公園 長浜市　豊公園

福井県 5/30 （土） 高浜町 若狭高浜海釣り公園 高浜町役場

福井県 5/30 （土） おおい町 おおい町立本郷小学校 おおい町役場

福井県 5/30 （土） 小浜市 御食国若狭おばま食文化館 福井県立若狭高校グラウンド横

福井県 5/30 （土） 若狭町 若狭町三方庁舎 三方保健センター

福井県 5/30 （土） 美浜町 美浜町役場 美浜町立美浜中学校

福井県 5/30 （土） 敦賀市 松原公園 敦賀市こどもの国

福井県 5/30 （土） 南越前町 南条文化会館 南条保健福祉センター

福井県 5/30 （土） 越前町 福井県立ホッケー場 越前町役場

福井県 5/30 （土） 鯖江市 丹南健康福祉センター 西山公園 鯖江市　西山公園

福井県 5/31 （日） 越前市
越前市武生中央公園多目的グラウ

ンド
越前市役所

福井県 5/31 （日） 池田町 おまつり広場（農村公園） 能楽の里文化交流会館

福井県 5/31 （日） 大野市
大野市エキサイト広場総合体育施

設
大野市役所

福井県 5/31 （日） 勝山市 勝山市立勝山南部中学校 勝山市体育館ジオアリーナ

福井県 5/31 （日） 永平寺町 永平寺町営駐車場 曹洞宗大本山永平寺駐車場

福井県 5/31 （日） あわら市 あわら市商工会芦原支所 あわら湯のまち駅

福井県 5/31 （日） 坂井市 丸岡城 丸岡運動公園

福井県 5/31 （日） 福井市 福井県庁 福井市中央公園 福井市　福井市中央公園

石川県 6/1 （月） 加賀市 加賀市役所 菅生石部神社

石川県 6/1 （月） 小松市 小松駅西口 末広陸上競技場

石川県 6/1 （月） 能美市 根上野球場 根上学習センター

石川県 6/1 （月） 川北町 川北町役場 県道鶴来水島美川線土室地内
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石川県 6/1 （月） 白山市 白山市役所 松任文化会館　ピーノ

石川県 6/1 （月） 野々市市 学びの杜ののいちカレード にぎわいの里ののいちカミーノ

石川県 6/1 （月） 内灘町 内灘町役場 内灘町総合公園

石川県 6/1 （月） 金沢市 NTT西日本出羽町ビル NTT西日本出羽町ビル

石川県 6/1 （月） かほく市 かほく市役所 石川県西田幾多郎記念哲学館

石川県 6/1 （月） 津幡町 住吉公園 津幡町文化会館シグナス

石川県 6/1 （月） 金沢市 金沢駅東広場前 金沢城公園三の丸広場
金沢市　金沢城公園 三の丸広

場

石川県 6/2 （火） 輪島市 輪島キリコ会館 道の駅輪島ふらっと訪夢

石川県 6/2 （火） 能登町 能登消防署宇出津分署 宇出津港いやさか広場

石川県 6/2 （火） 穴水町 輪島警察署穴水庁舎 あすなろ広場

石川県 6/2 （火） 珠洲市 狼煙漁港 禄剛埼灯台

石川県 6/2 （火） 志賀町 志賀中学校 志賀町役場

石川県 6/2 （火）
羽咋市

宝達志水町

千里浜なぎさドライブウェイ（羽

咋市側）

千里浜なぎさドライブウェイ（宝

達志水町側）

石川県 6/2 （火） 中能登町 中能登中学校 道の駅織姫の里なかのと

石川県 6/2 （火） 七尾市 能登島大橋 和倉温泉　湯っ足りパーク
七尾市　和倉温泉　湯っ足り

パーク

富山県 6/3 （水） 小矢部市
クロスランドおやべ（メインホー

ル側広場）
経田交差点北西

富山県 6/3 （水） 南砺市 五箇山菅沼合掌造り集落内 五箇山菅沼合掌造り集落内

富山県 6/3 （水） 南砺市
南砺市園芸植物園　フローラル

パーク
野尻農村公園

富山県 6/3 （水） 砺波市 砺波体育センター 中神（東）交差点

富山県 6/3 （水） 射水市 富山県薬事総合研究開発センター 小杉中学校口交差点

富山県 6/3 （水） 高岡市 高岡大佛前 高岡大佛前

富山県 6/3 （水） 氷見市 比美乃江公園　北駐車場前 旧氷見市民病院跡地

富山県 6/3 （水） 高岡市 高岡駅南口（瑞龍寺口） 高岡スポーツコア 高岡市　高岡スポーツコア

富山県 6/4 （木） 朝日町 あさひ総合病院駐車場 道下交差点北

富山県 6/4 （木） 入善町 入善駅前 入善町役場
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富山県 6/4 （木） 黒部市 黒部漁港
黒部市総合体育センター　メイン

アリーナ内

富山県 6/4 （木） 魚津市 ありそドーム 大町公民館前

富山県 6/4 （木） 滑川市 道の駅ウェーブパークなめりかわ
滑川市スポーツ・健康の森公園

（陸上競技場）

富山県 6/4 （木） 上市町 上市町役場 正印交差点東

富山県 6/4 （木） 舟橋村 舟橋村役場 芦原公園前

富山県 6/4 （木） 立山町 立山町役場 雄山中学校南

富山県 6/4 （木） 富山市
富山城址公園南西広場モニュメン

ト前

富山城址公園南西広場モニュメン

ト前

富山県 6/4 （木） 富山市 牛島町交差点 富岩運河環水公園横　親水広場
富山市　富岩運河環水公園横

親水広場

新潟県 6/5 （金） 糸魚川市 糸魚川市役所 糸魚川駅日本海口

新潟県 6/5 （金） 上越市
謙信公大通り西詰 （上越市立春日

小学校）
リージョンプラザ上越

新潟県 6/5 （金） 柏崎市 柏崎市駅前公園 みなとまち海浜公園

新潟県 6/5 （金） 佐渡市 史跡佐渡金山 北沢浮遊選鉱場跡

新潟県 6/5 （金） 十日町市 越後妻有文化ホール段十ろう 十日町市博物館

新潟県 6/5 （金） 南魚沼市 南魚沼市役所大和庁舎 八色の森公園芝大広間
南魚沼市　奥只見レクリェーショ

ン都市公園「八色の森公園」

新潟県 6/6 （土） 長岡市 アオーレ長岡
長岡市陸上競技場メインスタンド

前

新潟県 6/6 （土） 三条市・燕市 燕三条駅三条口 燕三条地場産業振興センター

新潟県 6/6 （土） 弥彦村 彌彦神社一の鳥居 弥彦山ロープウェイ山頂広場

※弥彦村では、弥彦山におい

て、ロープウェイによる聖火リ

レーの実施を予定しています。

新潟県 6/6 （土） 新潟市 万代テラス
新潟市陸上競技場 メインスタンド

前

新潟県 6/6 （土） 新発田市 新発田城址公園 新発田市役所

新潟県 6/6 （土） 阿賀町 住吉神社境内 阿賀町立阿賀津川中学校

新潟県 6/6 （土） 村上市 村上市スケートパーク 岩船港港湾緑地 村上市　岩船港港湾緑地

山形県 6/7 （日） 西川町 西川町民体育館 西川町役場

山形県 6/7 （日） 寒河江市 村山総合支庁 西村山地域振興局 寒河江駅（寒河江神輿会館前）

山形県 6/7 （日） 河北町 谷地八幡宮 河北中央公園

山形県 6/7 （日） 白鷹町 白鷹町役場 白鷹町立荒砥小学校
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山形県 6/7 （日） 長井市 置陽総合支庁 西置賜地域振興局 道の駅 川のみなと長井

山形県 6/7 （日） 高畠町 高畠町役場 げんき館 高畠町商工会

山形県 6/7 （日） 米沢市 上杉神社 米沢市営体育館

山形県 6/7 （日） 南陽市 南陽市文化会館 えくぼプラザ前

山形県 6/7 （日） 上山市 上山城 上山市民球場前

山形県 6/7 （日） 山形市 宝珠山立石寺根本中堂 山寺芭蕉記念館

山形県 6/7 （日） 山形市 文翔館 山形県総合文化芸術館
山形市　山形県総合文化芸術

館

山形県 6/8 （月） 天童市 道の駅 天童温泉 ステージ 天童市立天童中部小学校

山形県 6/8 （月） 東根市 東根市役所前広場 東根小学校（大ケヤキ）

山形県 6/8 （月） 村山市 東沢バラ公園 甑葉プラザ前ふれあい広場

山形県 6/8 （月） 尾花沢市 尾花沢市役所 北町児童公園

山形県 6/8 （月） 新庄市 最上公園 戸澤神社 新庄駅前ふれあい広場 アビエス

山形県 6/8 （月） 鶴岡市 羽黒山正善院「黄金堂」前 随神門

山形県 6/8 （月） 鶴岡市 主要地方道鶴岡停車場線起点付近 鶴岡公園（北広場）

山形県 6/8 （月） 遊佐町 遊佐小学校 遊佐町民体育館

山形県 6/8 （月） 酒田市 千石船前 山居倉庫

山形県 6/8 （月） 酒田市 大学前バス停前 飯森山公園 酒田市　飯森山公園

秋田県 6/9 （火） 湯沢市 湯沢市役所 前森公園

秋田県 6/9 （火） 横手市 ふるさと村第1駐車場 横手体育館向駐車場

秋田県 6/9 （火） 由利本荘市 子吉川中央 友水公園

※由利本荘市では、ボートプラ

ザアクアパルにおいて、ボート

又はカヌーによる聖火リレーの

実施を予定しています。

秋田県 6/9 （火） 美郷町 リリオス前 ワクアス前

秋田県 6/9 （火） 美郷町 わくわく園前 美郷中学校グラウンド東側入場口

※美郷町では、自転車競技場に

おいて、自転車による聖火リ

レーの実施を予定しています。

秋田県 6/9 （火） 大仙市 秋田トヨタ大曲店 ヒカリオ

秋田県 6/9 （火） 仙北市 桜並木駐車場 桜並木駐車場

秋田県 6/9 （火） 秋田市 秋田市役所前
なかいち　にぎわい広場　ステー

ジ前

秋田市　エリアなかいち「に

ぎわい広場」
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秋田県 6/10 （水） 潟上市 出戸浜海水浴場駐車場 潟上市役所前

秋田県 6/10 （水） 八郎潟町
八郎潟町 一日市コミュニティ防災

センター付近
カントリーエレベーター付近

秋田県 6/10 （水） 大潟村 大潟村干拓博物館 サンルーラル大潟

秋田県 6/10 （水） 能代市 能代市総合体育館 能代駅前

秋田県 6/10 （水） 大館市 大館市役所前 秋田犬の里駐車場内

秋田県 6/10 （水） 男鹿市 姿見の井戸　鳥居 五社堂

秋田県 6/10 （水） 鹿角市 道の駅かづの「あんとらあ」 鹿角まちなかオフィス

秋田県 6/10 （水） 鹿角市 幸稲荷神社前
花輪スキー場（総合運動施設アル

パス）

鹿角市　花輪スキー場（総合

運動施設アルパス）

青森県 6/11 （木） 弘前市 弘前公園(本丸) ドコモショップ弘前駅前店前

青森県 6/11 （木） 西目屋村 岩木川目屋渓谷清流公園 道の駅 津軽白神

※白神山地を有する西目屋村で

は、カヌーによる聖火リレーの

実施を予定しています。

青森県 6/11 （木） 平川市 平川市文化センター 平川市陸上競技場

青森県 6/11 （木） 黒石市 スポカルイン黒石 御幸公園

青森県 6/11 （木） つがる市 生涯学習交流センター 松の館 つがる市立向陽小学校

青森県 6/11 （木） 五所川原市 立佞武多の館 菊ヶ丘運動公園

青森県 6/11 （木） 今別町 今別町役場 青函トンネル入口広場

青森県 6/11 （木） 青森市 青森市役所本庁舎 青い海公園 青森市　青い海公園

青森県 6/12 （金） むつ市 むつ市イベント広場 下北文化会館

※むつ市では、田名部川におい

て、二人乗りボートによる聖火

リレーの実施を予定していま

す。

青森県 6/12 （金） 十和田市 市民交流プラザ 現代美術館アート広場

青森県 6/12 （金） 三沢市 三沢市立岡三沢小学校 三沢市役所

青森県 6/12 （金） おいらせ町 青森県立百石高等学校 おいらせ町立木内々小学校

青森県 6/12 （金） 階上町 小舟渡漁港 はしかみハマの駅あるでぃ～ば

青森県 6/12 （金） 十和田市 十和田湖観光交流センター 乙女の像

青森県 6/12 （金） 八戸市 蕪嶋神社 館鼻漁港 八戸市　館鼻漁港

北海道 6/14 （日） 函館市 緑の島 函館市役所前

北海道 6/14 （日） 根室市 根室市総合文化会館　前 ときわ台公園（２）
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北海道 6/14 （日） 北斗市 道道262号（1） 新函館北斗駅 イベント広場

北海道 6/14 （日） 七飯町 大沼国際セミナーハウス (駐車場) 大沼国定公園

北海道 6/14 （日） 釧路市 釧路市役所　前 釧路川　ふれあい広場

北海道 6/14 （日） 洞爺湖町 北海道洞爺湖サミット記念館 洞爺湖畔 遊歩道

北海道 6/14 （日） 室蘭市 室蘭港フェリーターミナル　前 室蘭市 入江陸上競技場

北海道 6/14 （日） 帯広市 帯広競馬場 (コース外) 帯広競馬場 (コース内)

※帯広市では、競馬場におい

て、ばんえい競馬による聖火リ

レーの実施を予定しています。

北海道 6/14 （日） 白老町 白老町役場　前 民族共生象徴空間（ウポポイ）
白老町　民族共生象徴空間

（ウポポイ）

北海道 6/15 （月） 苫小牧市 苫小牧　中央公園 白鳥アリーナ

北海道 6/15 （月） 富良野市 レストラン前 喫茶室前

北海道 6/15 （月） むかわ町 むかわ温泉四季の館　前 たんぽぽ公園

北海道 6/15 （月） 旭川市 旭川平和通買物公園（北側） 旭川駅前広場

北海道 6/15 （月） 厚真町 厚真町役場前 あつまスタードーム　入口

北海道 6/15 （月） 安平町 安平町役場　前 安平町立早来小学校 (校庭)

北海道 6/15 （月） 千歳市 千歳市役所 (イベントスペース) サケのふるさと 千歳水族館 (広場)

北海道 6/15 （月） 苫小牧市 トヨタ自動車北海道 正門前 トヨタ自動車北海道　グラウンド

北海道 6/15 （月） 札幌市 札幌ドーム オープンアリーナ外周
ホバリングサッカーステージ セン

ター

北海道 6/15 （月） 稚内市 稚内総合文化センター　前 稚内市・防波堤公園

北海道 6/15 （月） 札幌市 調整中 札幌市北３条広場（アカプラ）
札幌市　札幌市北３条広場

（アカプラ）

岩手県 6/17 （水） 雫石町 雫石中学校 雫石町総合運動公園 陸上競技場

岩手県 6/17 （水） 滝沢市 滝沢ニュータウン北口 滝沢ニュータウン南口

岩手県 6/17 （水） 八幡平市 焼走り熔岩流展望台
岩手山銀河ステーション（天文

台）

岩手県 6/17 （水） 岩手町 いわて沼宮内駅 岩手町立沼宮内小学校

岩手県 6/17 （水） 一戸町 御所野縄文博物館前 一戸町コミュニティセンター

岩手県 6/17 （水） 二戸市 二戸シビックセンター 多目的広場 二戸体育館前
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岩手県 6/17 （水） 洋野町 JR八戸線種市駅 種市海浜公園駐車場

岩手県 6/17 （水）
普代村

野田村
普代浜園地キラウミ 野田村役場

※野田村・普代村では、三陸鉄

道リアス線による聖火リレーの

実施を予定しています。

岩手県 6/17 （水） 久慈市 道の駅 くじ やませ土風館
久慈市文化会館アンバーホール 駐

車場

久慈市　久慈市文化会館アン

バーホール

岩手県 6/18 （木） 岩泉町 岩泉高等学校グラウンド内 旧岩泉駅

岩手県 6/18 （木） 田野畑村 島越駅前高台 松島前

岩手県 6/18 （木） 宮古市 宮古地区合同庁舎 道の駅シートピアなあど

岩手県 6/18 （木） 山田町 山田町中央公園 織笠駅ロータリー

岩手県 6/18 （木） 大槌町 造船所前（赤浜） 大槌駅

岩手県 6/18 （木） 釜石市 釜石魚河岸 釜石市民ホールTETTO

岩手県 6/18 （木） 大船渡市 夢海公園 サンアンドレス公園

岩手県 6/18 （木） 陸前高田市 奇跡の一本松 アバッセたかた
陸前高田市　アバッセたかた

多目的広場

岩手県 6/19 （金） 一関市 一関文化センター 一関市役所

岩手県 6/19 （金） 平泉町 中尊寺参道入口 中尊寺金色堂前

岩手県 6/19 （金） 奥州市 国立天文台電波望遠鏡前 後藤新平記念館

岩手県 6/19 （金） 金ケ崎町 森山総合公園陸上競技場 トヨタ自動車東日本岩手工場構内

岩手県 6/19 （金） 北上市 北上駅 詩歌の森公園

岩手県 6/19 （金） 花巻市 花巻中央広場 なはんプラザ

岩手県 6/19 （金） 遠野市 遠野市役所本庁舎
遠野市国体記念公園市民サッカー

場

岩手県 6/19 （金） 紫波町 ショッピングセンター駐車場 紫波町役場

岩手県 6/19 （金） 矢巾町 岩手医科大学 矢巾キャンパス ねむの木公園

岩手県 6/19 （金） 盛岡市 中央通二丁目 盛岡八幡宮 盛岡市　盛岡八幡宮

宮城県 6/20 （土） 気仙沼市 市営鹿折南住宅 気仙沼市魚市場

宮城県 6/20 （土） 南三陸町 南三陸町役場 南三陸さんさん商店街

宮城県 6/20 （土） 石巻市 JR石巻駅前 石巻市かわまち交流センター

※石巻市では、孫兵衛船による

聖火リレーの実施を予定してい

ます。

宮城県 6/20 （土） 石巻市 石巻市総合運動公園駐車場 石巻市民球場前
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都道府県名 開催日 開催曜日 市区町村名 出発地 到着地 セレブレーション会場 特殊な走行手段

宮城県 6/20 （土） 女川町 女川町町民第二多目的運動場C棟 JR女川駅前 女川町　JR女川駅前

宮城県 6/21 （日） 東松島市 JR東名駅前 東松島市役所

※東松島市では、仙石線による

聖火リレーの実施を予定してい

ます。

宮城県 6/21 （日） 松島町 松島町文化観光交流館 松島公園　中央広場

宮城県 6/21 （日） 塩竈市 「桂島」係留地 「桂島」係留地

※松島町～塩竈市では、遊覧船

による聖火リレーの実施を予定

しています。

宮城県 6/21 （日） 塩竈市 マリンゲート塩釜 鹽竈神社表坂下

宮城県 6/21 （日） 七ヶ浜町 七ヶ浜国際村 菖蒲田浜地区町営住宅

宮城県 6/21 （日） 多賀城市 JR多賀城駅北口 宮城県東北歴史博物館

宮城県 6/21 （日） 大衡村
トヨタ自動車東日本 本社・宮城大

衡工場 正門前

トヨタ自動車東日本 本社・宮城大

衡工場構内

宮城県 6/21 （日） 利府町 利府町役場 宮城県総合運動公園 利府町　宮城県総合運動公園

宮城県 6/22 （月） 山元町 山下駅前広場 山元町立山下小学校校庭

宮城県 6/22 （月） 亘理町 鳥の海温泉 亘理町立荒浜小学校校庭

宮城県 6/22 （月） 岩沼市 千年希望の丘相野釜公園 千年希望の丘相野釜公園慰霊碑前

宮城県 6/22 （月） 岩沼市 千年希望の丘二野倉公園8号丘頂上 玉浦西楽々公園

宮城県 6/22 （月） 名取市 ゆりあげ港朝市 名取市立閖上小中学校

宮城県 6/22 （月） 仙台市 震災遺構仙台市立荒浜小学校 新浜みんなの家

※仙台市では、貞山運河沿いサ

イクリングロードにおいて、車

いすや自転車による聖火リレー

の実施を予定しています。

宮城県 6/22 （月） 仙台市
地下鉄東西線国際センター駅北１

出入口
勾当台公園市民広場 仙台市　勾当台公園市民広場

静岡県 6/24 （水） 湖西市 新居関所跡前 みなと運動公園北

静岡県 6/24 （水） 浜松市 浜松市役所前 静岡文化芸術大学前

静岡県 6/24 （水） 浜松市 プリンス岬 みをつくし文化センター

※浜松市のプリンス岬を出発予

定地とするルートの一部では、

天竜浜名湖鉄道による聖火リ

レーの実施を予定しています。

静岡県 6/24 （水） 磐田市 磐田市役所 見付天神入口付近

静岡県 6/24 （水） 袋井市 浜松学院大学付属愛野こども園
エコパスタジアムメインスタンド

前

静岡県 6/24 （水） 掛川市 掛川城三の丸広場 掛川城大手門

静岡県 6/24 （水） 島田市 茶畑 ふじのくに茶の都ミュージアム前
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都道府県名 開催日 開催曜日 市区町村名 出発地 到着地 セレブレーション会場 特殊な走行手段

静岡県 6/24 （水） 島田市 川会所前 おび通り

静岡県 6/24 （水） 静岡市 静岡浅間神社石鳥居前 駿府城公園 静岡市　駿府城公園

静岡県 6/25 （木） 牧之原市
総合健康福祉センター「さざん

か」前
静波海岸自由の女神像前

静岡県 6/25 （木） 牧之原市
富士山静岡空港貨物ターミナル地

区前
石雲院展望デッキ

静岡県 6/25 （木） 藤枝市 勝草橋公園前 藤枝成田山前

静岡県 6/25 （木） 焼津市 焼津神社前 アクアスやいづ

静岡県 6/25 （木） 静岡市 駿河湾フェリー 清水駅前交差点

静岡県 6/25 （木） 富士市 ふじさんめっせ 中央公園芝生広場前

静岡県 6/25 （木） 長泉町 県立静岡がんセンター玄関前 北小学校

静岡県 6/25 （木） 三島市 白滝公園前 三嶋大社内宝物館前

静岡県 6/25 （木） 沼津市 飛龍高校グラウンド入口前 プラサヴェルデ
沼津市　ふじのくに千本松フォー

ラム（プラサヴェルデ）

静岡県 6/26 （金） 伊東市 伊東マリンタウン 野間自由幼稚園前

静岡県 6/26 （金） 下田市 開国記念碑前 市民文化会館

静岡県 6/26 （金） 伊豆の国市 韮山反射炉 韮山時代劇場ひだまり広場

静岡県 6/26 （金） 裾野市
陸上競技場内トラックメインスタ

ンド正面

トヨタ自動車東富士研究所前第２

駐車場

静岡県 6/26 （金） 小山町 豊門公園内 健康福祉会館

静岡県 6/26 （金） 御殿場市 秩父宮記念公園 二の岡公民館南側交差点付近

静岡県 6/26 （金） 伊豆市 修善寺小学校前 修善寺総合会館

静岡県 6/26 （金） 富士宮市 富士山世界遺産センター大鳥居前 富士山本宮浅間大社 富士宮市　富士山本宮浅間大社

山梨県 6/27 （土） 南部町 アルカディア南部総合公園 南部橋南詰交差点付近

山梨県 6/27 （土） 身延町 天白大善神社付近 身延橋東詰交差点付近

山梨県 6/27 （土） 早川町 赤沢宿入口の旅館前 妙福寺第二駐車場

山梨県 6/27 （土） 富士川町 青柳町公民館付近 鰍沢警察入口交差点付近

山梨県 6/27 （土） 市川三郷町 市川三郷町市川大門地区内 新田橋付近

山梨県 6/27 （土）
中央市

昭和町
田富郵便局付近 常永小学校北交差点付近
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山梨県 6/27 （土）
甲斐市

南アルプス市
竜王西小学校南信号付近 桃ノ丘団地入口信号西付近

山梨県 6/27 （土） 北杜市 五町田交差点付近 北杜市高根総合支所付近

山梨県 6/27 （土） 韮崎市 一ツ谷交差点付近 下宿交差点付近

山梨県 6/27 （土） 甲府市 自治研修センター東交差点付近 山梨県庁噴水広場 甲府市　山梨県庁噴水広場

山梨県 6/28 （日）
笛吹市

山梨市
笛吹市役所春日居支所 山梨南中前信号付近

山梨県 6/28 （日） 甲州市 菱山小学校交差点付近 車両退避場付近

山梨県 6/28 （日） 富士山 富士山五合目バス停付近 富士山五合目展望広場

山梨県 6/28 （日） 上野原市 上野原高校入口交差点付近 日本生命前

山梨県 6/28 （日） 大月市 大月市役所付近 駒橋交差点付近

山梨県 6/28 （日） 都留市 県道２４号線立体付近 踏切付近

山梨県 6/28 （日） 西桂町 中央道立体交差付近 福善寺付近

山梨県 6/28 （日） 忍野村 忍野八海バス停三叉路東の民宿前 駐車場前

山梨県 6/28 （日） 富士河口湖町 東恋路交差点付近 ふれあいセンター前信号付近

山梨県 6/28 （日） 鳴沢村 大田和の町村境付近 鳴沢駐在所付近

山梨県 6/28 （日） 富士吉田市 クリニック前 富士山パーキング 富士吉田市　富士山パーキング

神奈川県 6/29 （月） 箱根町 箱根駅伝往路ゴール地点付近 芦ノ湖遊覧船乗り場付近

神奈川県 6/29 （月） 伊勢原市 大山　阿夫利神社 伊勢原市営 大山第二駐車場

※伊勢原市では、ケーブルカー

による聖火リレーの実施を予定

しています。

神奈川県 6/29 （月） 小田原市 小田原箱根商工会議所付近 山王橋バス停付近

神奈川県 6/29 （月） 大磯町
オリンピック　セーリング村予定

地前
大磯町役場前

神奈川県 6/29 （月）
平塚市

茅ヶ崎市
平塚駅南口周辺 茅ヶ崎公園野球場付近

神奈川県 6/29 （月） 藤沢市 江の島北緑地広場 西浜歩道橋付近

神奈川県 6/29 （月） 藤沢市 湘南高校前信号 辻堂神台公園 藤沢市　辻堂神台公園

神奈川県 6/30 （火） 三浦市 みうら・みさき海の駅 北條湾東

神奈川県 6/30 （火） 横須賀市 NTT横須賀研究開発センタ正面 NTT横須賀研究開発センタ正面

神奈川県 6/30 （火） 横須賀市 うみかぜ公園 横須賀芸術劇場付近
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神奈川県 6/30 （火） 鎌倉市 由比ガ浜 鶴岡八幡宮　階段上

神奈川県 6/30 （火） 海老名市 大島記念公園前交差点付近 海老名中央公園

神奈川県 6/30 （火） 厚木市 あゆみ橋東交差点 厚木郵便局前交差点付近

神奈川県 6/30 （火） 相模原市 横山公園第1駐車場付近 相模原市役所前

神奈川県 6/30 （火） 相模原市 橋本駅前 橋本公園 相模原市　橋本公園

神奈川県 7/1 （水） 川崎市 等々力陸上競技場 武蔵中原駅手前

神奈川県 7/1 （水） 横浜市 横浜国際総合競技場前 小机大橋

神奈川県 7/1 （水） 横浜市 三ツ沢競技場横 日本生命 横浜北支社 西側付近

神奈川県 7/1 （水） 横浜市 丸十交差点 横浜市役所新市庁舎付近

神奈川県 7/1 （水） 横浜市 横浜市役所新市庁舎前 万国橋交差点

※横浜市では、汽車道周辺で、

メガサップによる聖火リレーの

実施を予定しています。

神奈川県 7/1 （水） 横浜市 万国橋北 トヨタレンタカー元町石川町店前

神奈川県 7/1 （水） 横浜市 トヨタレンタカー元町石川町店前 横浜地方合同庁舎手前

神奈川県 7/1 （水） 横浜市 横浜地方合同庁舎手前 横浜赤レンガ倉庫 横浜市　横浜赤レンガ倉庫

千葉県 7/2 （木） 木更津市
海ほたるPA　１階カッターフェイ

ス
海ほたるPA　4階幸せの鐘

千葉県 7/2 （木）
君津市

富津市
君津大橋手前 青堀駅ロータリー

千葉県 7/2 （木） 南房総市 岩井海岸 道の駅富楽里とみやま

千葉県 7/2 （木）
いすみ市

一宮町
太東海水浴場 釣ヶ崎海岸

千葉県 7/2 （木） 匝瑳市 匝瑳市立野栄中学校 野栄ふれあい公園

千葉県 7/2 （木） 山武市 蓮沼交流センター 蓮沼海浜公園第２駐車場
山武市　蓮沼海浜公園第２駐

車場

千葉県 7/3 （金） 銚子市 銚子ポートタワー 銚子市役所

千葉県 7/3 （金） 旭市 いいおかみなと公園高台 いいおかユートピアセンター

千葉県 7/3 （金） 香取市 川岸公園 大土蔵付近

※香取市では、小野川におい

て、さっぱ舟風の遊覧船による

聖火リレーの実施を予定してい

ます。

千葉県 7/3 （金）
芝山町

成田市
航空科学博物館 三里塚さくらの丘

千葉県 7/3 （金） 成田市 成田市役所 成田山新勝寺大本堂前

千葉県 7/3 （金）
習志野市

千葉市
茜浜二丁目　バス停 幕張メッセ駐車場 千葉市　幕張メッセ駐車場
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千葉県 7/4 （土） 浦安市 シンボルロード交流広場 浦安市総合公園　展望デッキ

千葉県 7/4 （土） 浦安市
NTTコミュニケーションズ ラグ

ビーグラウンド

NTT コミュニケーションズ ラグ

ビーグラウンド

千葉県 7/4 （土） 船橋市 行田運動広場 船橋市保健福祉センター前

千葉県 7/4 （土） 鎌ケ谷市 鎌ケ谷市役所 新鎌ふれあい公園

千葉県 7/4 （土）
柏市

我孫子市
道の駅しょうなん 手賀沼公園

千葉県 7/4 （土） 柏市 柏の葉公園 柏の葉公園

千葉県 7/4 （土） 松戸市 松戸市小山地区 松戸中央公園 松戸市　松戸中央公園

茨城県 7/5 （日） 鹿嶋市 鹿島神宮 茨城カシマスタジアム

茨城県 7/5 （日）
ひたちなか市

大洗町
那珂湊おさかな市場 アクアワールド茨城県大洗水族館

茨城県 7/5 （日） 大子町 袋田の滝（滝本バス停） 袋田の滝（吊り橋）

茨城県 7/5 （日） 日立市 日立市役所（大屋根広場） 日立シビックセンター新都市広場

茨城県 7/5 （日） 常陸太田市 竜神大吊橋（駐車場） 竜神大吊橋（料金所）

茨城県 7/5 （日） 笠間市 笠間芸術の森公園 笠間稲荷神社

茨城県 7/5 （日） 水戸市 南町一丁目スクランブル交差点 千波公園ふれあい広場 水戸市　千波公園ふれあい広場

茨城県 7/6 （月） 古河市 古河駅西口 古河市役所　古河庁舎

茨城県 7/6 （月）
坂東市

常総市

ミュージアムパーク茨城県自然博

物館
水海道あすなろの里

茨城県 7/6 （月） 常総市 石下大橋南側　鬼怒川堤防 鬼怒川堤防決壊の碑

茨城県 7/6 （月） 牛久市 牛久大仏(發遣門(はっけんもん)) 牛久大仏（螺髪(らほつ)像前）

茨城県 7/6 （月） 牛久市 牛久市役所 牛久駅東口

茨城県 7/6 （月） 龍ケ崎市 龍ヶ岡公園 龍ケ崎市立城ノ内小学校

茨城県 7/6 （月） 行方市 霞ヶ浦ふれあいランド虹の塔 霞ケ浦

※行方市では、つくば霞ヶ浦り

んりんロードや霞ケ浦におい

て、自転車や船による聖火リ

レーの実施を予定しています。

茨城県 7/6 （月） 土浦市 茨城県立土浦第一高等学校 土浦市役所(うらら大屋根広場)

茨城県 7/6 （月） つくば市
つくばセンター広場(ノバホール

前）
研究学園駅前公園 つくば市　研究学園駅前公園

埼玉県 7/7 （火） 川口市 青木町公園聖火台前 並木元町公園付近

埼玉県 7/7 （火）
蕨市

戸田市
蕨市役所 戸田市役所

埼玉県 7/7 （火）

和光市

朝霞市

新座市

和光市役所 栄緑道広場

埼玉県 7/7 （火） 日高市 高麗神社 本殿前 巾着田祭り会場広場

※日高市の一部では、乗馬によ

る聖火リレーの実施を予定して

います。
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都道府県名 開催日 開催曜日 市区町村名 出発地 到着地 セレブレーション会場 特殊な走行手段

埼玉県 7/7 （火） 狭山市 下諏訪付近（七夕通り西端） 狭山市役所

埼玉県 7/7 （火）

富士見市

三芳町

ふじみ野市

つるせ西ゆうゆうの丘公園 東台小学校入口交差点

埼玉県 7/7 （火） 所沢市 所沢市民体育館 所沢航空発祥記念館前芝生広場 所沢市　所沢航空記念公園

埼玉県 7/8 （水） 草加市
まつばら綾瀬川公園内（ダスト広

場）

松並橋付近（草加松原遊歩道北

端）

埼玉県 7/8 （水）
八潮市

三郷市
自動車販売店前 さいたまダイハツ三郷店前

埼玉県 7/8 （水）
吉川市

越谷市
吉川駅北口交差点付近

ショッピングセンター　噴水広場

前

埼玉県 7/8 （水）

秩父市

皆野町

長瀞町

秩父神社 本殿前 長瀞駅前広場

※秩父市～皆野町～長瀞町の一

部では、電気機関車による聖火

リレーと長瀞ライン下り（舟）

による聖火リレーの実施を予定

しています。

埼玉県 7/8 （水） 春日部市 三枚橋会館前 新町橋（西）交差点

埼玉県 7/8 （水）
杉戸町

宮代町
杉戸町役場 東武動物公園駅東口

埼玉県 7/8 （水）
久喜市

加須市
鷲宮神社 神楽殿前 加須市川口コミュニティセンター

埼玉県 7/8 （水） 行田市 大長寺前 行田市郷土博物館前

埼玉県 7/8 （水） 熊谷市
トヨタカローラ新埼玉熊谷中央店

前

熊谷スポーツ文化公園にぎわい広

場
熊谷市　熊谷スポーツ文化公園

埼玉県 7/9 （木） 川越市 川越城本丸御殿前 連雀町交差点

埼玉県 7/9 （木）
鶴ヶ島市

坂戸市
広田橋交差点付近 坂戸市役所

埼玉県 7/9 （木）
本庄市

深谷市
はにぽんプラザ 深谷駅北口

※本庄市～深谷市の一部では、

ロードバイク（自転車）による

聖火リレーの実施を予定してい

ます。

埼玉県 7/9 （木）

嵐山町

東松山市

滑川町

国立女性教育会館 つきのわ駅南口

埼玉県 7/9 （木）
鴻巣市

北本市
（仮称）駅通り地区街区公園 スーパーマーケット駐車場

埼玉県 7/9 （木）
桶川市

上尾市
中山道パーキング前 北上尾駅入口交差点

埼玉県 7/9 （木） さいたま市 武蔵一宮氷川神社本殿前 さいたま新都心公園 さいたま市　さいたま新都心公園

東京都 7/10 （金） 世田谷区 駒沢オリンピック公園 中央広場 けやき広場

東京都 7/10 （金） 狛江市 狛江駅南口ロータリー 狛江市立緑野小学校
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東京都 7/10 （金） 稲城市 いなぎペアパーク 稲城市役所 第一駐車場

東京都 7/10 （金） 町田市
町田薬師池公園四季彩の杜西園

ウェルカムゲート
町田シバヒロ 町田市　町田シバヒロ

東京都 7/11 （土） 多摩市 多摩市役所 聖蹟桜ヶ丘駅前

東京都 7/11 （土） 日野市 市民の森スポーツ公園
日野自動車（株） 本社・日野工場

１号館北側駐車場

東京都 7/11 （土） 昭島市 昭島市役所 昭和公園

東京都 7/11 （土） 八王子市
1964年東京オリンピック大会 自転

車競技記念碑
富士森公園 八王子市　富士森公園

東京都 7/12 （日） 檜原村
檜原村やすらぎの里 であいのひろ

ば
檜原村役場

東京都 7/12 （日） 奥多摩町 弁天橋東 東長畑橋手前

東京都 7/12 （日） 日の出町 日の出町庁舎 亜細亜大学 日の出キャンパス

東京都 7/12 （日） 青梅市 金剛寺前 青梅市総合体育館

東京都 7/12 （日） 瑞穂町 瑞穂町郷土資料館 けやき館 瑞穂ビューパーク　 競技場
瑞穂町　瑞穂ビューパーク競

技場

東京都 7/13 （月） 羽村市 羽村市スポーツセンター 羽村市動物公園（歩道橋前）

東京都 7/13 （月） あきる野市 あきる野市民プール 秋川体育館 駐車場

東京都 7/13 （月） 福生市 睦橋東交差点 福生市役所 丘の広場

東京都 7/13 （月） 武蔵村山市 武蔵村山市立第一小学校 ひまわりガーデン武蔵村山

東京都 7/13 （月） 立川市 立川市子ども未来センター南 TACHIKAWA STAGE GARDEN
立川市　TACHIKAWA STAGE

GARDEN

東京都 7/14 （火） 国立市 ＪＲ国立駅南口ロータリー入口 国立市役所

東京都 7/14 （火） 国分寺市 国分寺市ひかりプラザ 泉町都有地

東京都 7/14 （火） 小平市 上水南町交差点 小平駅南口ロータリー

東京都 7/14 （火） 東大和市 東大和市役所 （市役所通り） 都立東大和南公園　平和広場

東京都 7/14 （火） 東村山市 東村山駅東口ロータリー 国立療養所 多磨全生園
東村山市　国立療養所多磨全

生園

東京都 7/15 （水） 清瀬市 清瀬市立清瀬第八小学校 清瀬市児童センター

東京都 7/15 （水） 東久留米市 滝山球場前 東久留米市役所

東京都 7/15 （水） 西東京市 東伏見交差点（青梅街道上） 西東京市立けやき小学校

東京都 7/15 （水） 小金井市 栗山公園
武蔵小金井駅南口 コミュニティ広

場2号
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都道府県名 開催日 開催曜日 市区町村名 出発地 到着地 セレブレーション会場 特殊な走行手段

東京都 7/15 （水） 府中市 府中市民陸上競技場 東京競馬場 府中市　東京競馬場

東京都 7/16 （木） 調布市 深大寺 調布駅前広場

東京都 7/16 （木） 三宅村 調整中 調整中

東京都 7/16 （木） 神津島村 調整中 調整中

東京都 7/16 （木）
新島村

（新島）
調整中 調整中

東京都 7/16 （木）
新島村

（式根島）
調整中 調整中

東京都 7/16 （木） 利島村 調整中 調整中

東京都 7/16 （木） 大島町 調整中 仲の原園地 大島町　仲の原園地

東京都 7/17 （金） 御蔵島村 調整中 調整中

東京都 7/17 （金） 八丈町 調整中 調整中

東京都 7/17 （金） 青ヶ島村 調整中 調整中

東京都 7/17 （金）
小笠原村

（父島）
調整中 調整中

東京都 7/17 （金）
小笠原村

（母島）
調整中 調整中

東京都 7/17 （金） 三鷹市
三鷹中央防災公園・元気創造プラ

ザ 中央広場
三鷹駅前交差点

東京都 7/17 （金） 武蔵野市 吉祥寺駅北口 はな子像 武蔵野陸上競技場 武蔵野市　武蔵野陸上競技場

東京都 7/18 （土） 杉並区 杉並区立桃井原っぱ公園 蚕糸の森公園正面

東京都 7/18 （土） 中野区 中野四季の森公園 山手通り 路上

東京都 7/18 （土） 練馬区 石神井公園駅（西口・富士街道） 練馬区立練馬総合運動場公園
練馬区　練馬区立練馬総合運

動場公園

東京都 7/19 （日） 豊島区 池袋西口公園 豊島区立芸術文化劇場

東京都 7/19 （日） 板橋区 小豆沢公園 板橋区役所

東京都 7/19 （日） 北区 北区役所 赤羽スポーツの森公園競技場

東京都 7/19 （日） 足立区 竹の塚交差点 東京都中央卸売市場足立市場
足立区　東京都中央卸売市場

足立市場

東京都 7/20 （月） 葛飾区 葛飾区役所
葛飾区奥戸総合スポーツセンター

体育館前

東京都 7/20 （月） 江戸川区 ＦＭラジオ局前 船堀駅北口広場

東京都 7/20 （月） 墨田区 墨田区立隅田公園 国技館
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東京都 7/20 （月） 荒川区 東尾久運動場 駐車場 南千住野球場 荒川区　南千住野球場

東京都 7/21 （火） 台東区
台東リバーサイドスポーツセン

ター
国立西洋美術館前

東京都 7/21 （火） 文京区
トヨタ自動車 東京本社モニュメン

ト前
教育の森公園自由広場

東京都 7/21 （火） 千代田区 万世橋北側 四ツ谷駅前

東京都 7/21 （火） 千代田区 山王日枝神社階段下 ＮＴＴドコモ本社所在ビル横

東京都 7/21 （火） 中央区 銀座八丁目交差点 中央区立浜町公園 中央区　中央区立浜町公園

東京都 7/22 （水） 江東区 富岡八幡宮 明治通り（香取神社前）

東京都 7/22 （水） 江東区
メガウェブ　ヒストリーガレージ

2F

メガウェブ　トヨタシティショウ

ケース

東京都 7/22 （水） 大田区 大森ふるさとの浜辺公園 大田区役所

東京都 7/22 （水） 品川区 東品川海上公園入口 しながわ中央公園（西側広場）
品川区　しながわ中央公園

（西側広場）

東京都 7/23 （木） 目黒区 目黒区総合庁舎 めぐろ区民キャンパス

東京都 7/23 （木） 渋谷区 文化村通り 大山公園

東京都 7/23 （木） 港区 溜池山王駅付近ビル前 港区立芝公園 港区　港区立芝公園

東京都 7/24 （金） 新宿区 都庁北側ビル前広場 東京都庁
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◆各都道府県のお問い合わせ先 【別紙2】

都道府県名 担当部署名 担当者名 連絡先電話番号 FAX番号 メールアドレス

1 福島県
企画調整部文化スポーツ局

オリンピック・パラリンピック推進室
庄司 024-521-8676 024-521-8672 olipara_suishin@pref.fukushima.lg.jp

2 栃木県
総合政策部
総合政策課

川又 028-623-3496 028-623-2216 trainingcamp@pref.tochigi.lg.jp

3 群馬県
生活文化スポーツ部

スポーツ局スポーツ振興課
横山 027－226－2081 027-243-3211 sposhinka@pref.gunma.lg.jp

4 長野県
教育委員会事務局

スポーツ課
北島・中谷 026-235-7447 026-235-7476 sports-ka@pref.nagano.lg.jp

5 岐阜県
清流の国推進部
地域スポーツ課

亀山 058-272-1836 058-278-2604 c11172@pref.gifu.lg.jp

6 愛知県
スポーツ局
スポーツ課

神谷、中西 052-954-6459 052-951-1005 sports@pref.aichi.lg.jp

7 三重県
地域連携部

国体・全国障害者スポーツ大会局
スポーツ推進課

川口 059-224-2986 059-224-3022 sports@pref.mie.lg.jp

8 和歌山県
教育庁生涯学習局

スポーツ課
プロジェクト推進室

松場 073-441-3699 073-423-1660 matsuba_k0001@pref.wakayama.lg.jp 

9 奈良県
くらし創造部

スポーツ振興課
今村・中川 0742-27-9863 0742-23-7105 sports@office.pref.nara.lg.jp

10 大阪府
府民文化部文化・スポーツ室

スポーツ振興課
野口 06-6210-9324 06-6210-9325 sportsshinko@sbox.pref.osaka.lg.jp

11 徳島県
県民環境部

スポーツ・文化局
スポーツ振興課 国際スポーツ交流室

板東 088-621-2727 088-621-2819 bandou_junpei_1@pref.tokushima.jp

12 香川県
交流推進部
交流推進課

河本・梅本・西村 087-832-3055 087-806-0201 kouryu@pref.kagawa.lg.jp

13 高知県
文化生活スポーツ部

スポーツ課
速渡 088-821-4929 088-821-4716 141801@ken.pref.kochi.lg.jp

14 愛媛県
スポーツ・文化部

スポーツ局地域スポーツ課
オリパラ・マスターズ推進室

村上 089-947-5570 089-947-5721 oripara-masters@pref.ehime.lg.jp

15 大分県
企画振興部

芸術文化スポーツ振興課
首藤・山口 097-506-2085 097-506-1725 a10980@pref.oita.lg.jp

16 宮崎県
総合政策部
総合政策課

川畑・松田 0985-26-7607 0985-26-7331 kawabata-shohei@pref.miyazaki.lg.jp

17 鹿児島県
文化スポーツ局
スポーツ振興課 上久保

か み く ぼ 099－286－3034 099－286－5819 sports@pref.kagoshima.lg.jp

18 沖縄県
文化観光スポーツ部
スポーツ振興課

中村 098-866-2708 098-866-2729 aa082200@pref.okinawa.lg.jp

19 熊本県
国際スポーツ大会推進部
国際スポーツ大会推進課

平松・平 096-333-2356 096-387-0516 oripara@pref.kumamoto.lg.jp

20 長崎県
企画振興部

スポーツ振興課
川村・林田 095-895-2781 095-824-6300 k.yoshifumi@pref.nagasaki.lg.jp

21 佐賀県
地域交流部

文化・スポーツ交流局
スポーツ課

（ルート）
川副・東

（聖火ランナー）
川副・宮﨑

0952-25-7331 0952-25-7325 sports@pref.saga.lg.jp
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都道府県名 担当部署名 担当者名 連絡先電話番号 FAX番号 メールアドレス

22 福岡県
人づくり・県民生活部

スポーツ振興課
江口 092-643-3405 092-643-3408 sposhin@pref.fukuoka.lg.jp

23 山口県
観光スポーツ文化部
スポーツ推進課

山本 083-933-2435 083-933-2439 a11200@pref.yamaguchi.lg.jp

24 島根県
環境生活部

スポーツ振興課
津森 0852-22-6406 0852-22-6767 tsumori-hitoshi@pref.shimane.lg.jp

25 広島県
地域政策局

スポーツ推進課
信永 082-513-2418 082-224-1977 seika-hiroshima@pref.hiroshima.jp

26 岡山県
環境文化部

スポーツ振興課
羽場 086-226-7440 086-225-0260 sposhin@pref.okayama.lg.jp

27 鳥取県
地域づくり推進部

スポーツ課
坂田 0857-26-7921 0857-26-8108 kobayashi-kyo@pref.tottori.lg.jp

28 兵庫県
教育委員会事務局
スポーツ振興課

土井 078-362-3788 078-362-3959 kazuya_doi@pref.hyogo.lg.jp

29 京都府
文化スポーツ部
スポーツ振興課

上谷 075－414－4278 075－414－4285 h-uetani33@pref.kyoto.lg.jp

30 滋賀県
文化スポーツ部

スポーツ課
西川・藤居 077-528-3366 077-528-4841 sports_epo@pref.shiga.lg.jp

31 福井県
交流文化部
スポーツ課

古市・松田 0776-20-0747 0776-20-0664 sports@pref.fukui.lg.jp

32 石川県
県民文化スポーツ部
スポーツ振興課

粟津 076-225-1390 076-225-1388 i-sports@pref.ishikawa.lg.jp 

33 富山県
総合政策局スポーツ振興課

東京オリンピック・パラリンピック
聖火リレー担当

餅田 076-444-3201 076-444-4617 asportshinko@pref.toyama.lg.jp

34 新潟県
県民生活・環境部

 スポーツ課
小林 025-280-5951 025-280-5276 ngt030190@pref.niigata.lg.jp  

35 山形県
観光文化スポーツ部
県民文化スポーツ課

玉川・佐藤 023-630-3156 023-624-9908 ybunka@pref.yamagata.jp

36 秋田県
観光文化スポーツ部
スポーツ振興課

秩父 018-860-1243 018-860-3876 chichibu-shingo@pref.akita.lg.jp

37 青森県
企画政策部
企画調整課

柴田 017-734-9136 017-734-8029 kingo_shibata@pref.aomori.lg.jp 

38 北海道
環境生活部

スポーツ局スポーツ振興課
オリンピック・パラリンピック連携室

大久保 011-204-5254 011-232-1098 ookubo.hokuto@pref.hokkaido.lg.jp

39 岩手県
文化スポーツ部

オリンピック・パラリンピック推進室 松崎
まつざき

・粒來
つぶらい 019-629-6799 019-629-6792 AK0005@pref.iwate.jp

40 宮城県
震災復興・企画部

オリンピック・パラリンピック大会推進課
折居・芳村 022-706-7116 022-706-7118 olypara-u@pref.miyagi.lg.jp

41 静岡県
スポーツ局

オリンピック・パラリンピック推進課
服部・岡崎
松本・塚本

054-221-3744 054-221-2980 olypara@pref.shizuoka.lg.jp

42 山梨県
オリンピック・パラリンピック推進局
オリンピック・パラリンピック推進課

中嶋 055-223-1542 055-223-1578 nakajima-wbv@pref.yamanashi.lg.jp

43 神奈川県
スポーツ局

オリンピック・パラリンピック課
木下 045-285-0337 045-663-0113 olypara2020@pref.kanagawa.jp
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都道府県名 担当部署名 担当者名 連絡先電話番号 FAX番号 メールアドレス

44 千葉県
環境生活部

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進局
開催準備課

青木 043-223-3485 043-222-5716 chibaoptr@mz.pref.chiba.lg.jp

45 茨城県
県民生活環境部

オリンピック・パラリンピック課
鷹羽 029-301-2020 029-301-2791 2020olypara@pref.ibaraki.lg.jp

46 埼玉県
県民生活部

オリンピック・パラリンピック課
斎藤 048-830-2892 048-830-4756 a2880-06@pref.saitama.lg.jp

47 東京都
オリンピック・パラリンピック準備局

総務部
企画調整課

越坂部
お さ か べ 03-5320-7824 03-5388-1224 S1050104@section.metro.tokyo.jp
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東京 2020 公式ライセンス商品  

「東京 2020 オリンピック聖火リレーデザイン商品」の販売について 

 

東京 2020 組織委員会は、東京 2020 公式ライセンス商品の新商品として「東京 2020 オリンピック

聖火リレーデザイン商品」を、12 月 18 日（水）より順次販売開始いたします。「東京 2020 オリンピ

ック聖火リレーエンブレム」、「東京 2020 オリンピック聖火リレーピクトグラム」、「東京 2020 オリ

ンピック聖火リレーマスコット」といったデザインのアイテムを複数展開し、2020 年 3 月 26 日より

いよいよ始まる東京 2020 オリンピック聖火リレーを盛り上げます。 

 

東京 2020 公式ライセンス商品「東京 2020 オリンピック聖火リレーデザイン商品」ラインナップ 

※全 254 種 

■商 品： ・T シャツ（17 種） 

 ・ポロシャツ（1 種） 

・法被（1 種） 

                   ・フラッグ（4 種） 

          ・ミニのぼり（2 種） 

          ・ミニバナー（1 種） 

・バスタオル（2 種） 

・マフラータオル（6 種） 

・ミニタオル（3 種） 

・ステッカー（2 種） 

・ピンバッジ（8 種） 

・キーホルダー（99 種） 

・マグネット（48 種） 

・ネックストラップ（1 種） 

・ぬいぐるみ（1 種） 

・ライトバッグ（1 種） 

・トートバッグ（1 種） 

・伝統工芸品（4 種） 

・キャップ（4 種） 

・ハチマキ（1 種） 

・マップ（各都道府県別 47 種） 

■販 売 開 始 日：2019 年 12 月 18 日（水）より順次販売開始 

■取り扱い店舗：東京 2020 オフィシャルオンラインショップ（URL：https://tokyo2020shop.jp/） 

東京 2020 オフィシャルショップ  ※一部お取扱いのない店舗もございます。 

ほか 

【本件リリース・画像お貸し出し等に関するお問い合わせ】 

東京 2020 ライセンシング事務局 

担当：浅野（携帯：090-7900-5613） 

電話：03-5859-0308 / FAX：03-5859-0309 

Email：press@tokyo2020-licensing.jp 

【別紙 3】 

https://tokyo2020shop.jp/
mailto:press@tokyo2020-licensing.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

価格 3,500 円（税別） 

サイズ M、L、XL 

素材 綿 52%、 

ポリエステル 48% 

発売日 12 月 18 日 

価格 2,480 円（税別） 

サイズ S、M、L、XL 

素材 綿 100% 

発売日 2020 年 1 月 10 日 

価格 各 2,480 円（税別） 

サイズ S、M、L、XL 

素材 綿 100% 

発売日 2020 年 1 月 10 日 

価格 各 2,280 円（税別） 

サイズ 110、130、150 

素材 綿 100% 

発売日 2020 年 1 月 10 日 

価格 各 3,500 円（税別） 

サイズ XS、S、M、L、 

XL、2XL、3XL 

素材 綿 60%、 

ポリエステル 40% 

発売日 2020 年 3 月中 

価格 各 3,000 円（税別） 

サイズ 110、130、150 

素材 綿 60%、 

ポリエステル 40% 

発売日 2020 年 3 月中 

【商品仕様】 

T シャツ 

東京 2020 オリンピック 

聖火リレーエンブレム（アシックス） 

T シャツ 

東京 2020 オリンピック 

聖火リレーピクトグラム 

T シャツ 

東京 2020 オリンピック聖火リレーマスコット 

2 色展開 

キッズ T シャツ 

東京 2020 オリンピック聖火リレーマスコット 

背面 

2 色展開 

T シャツ 

東京 2020 オリンピック聖火リレーエンブレム 2033A734（アシックス） 

KIDS T シャツ 

東京 2020 オリンピック聖火リレーエンブレム 2034A675（アシックス） 

3 色展開 

3 色展開 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

価格 各 3,500 円（税別） 

サイズ XS、S、M、L、 

XL、2XL、3XL 

素材 ポリエステル 100% 

発売日 2020 年 3 月中 

価格 3,000 円（税別） 

サイズ M、L、XL 

素材 綿 100% 

発売日 2020 年 3 月 15 日 

価格 2,500 円（税別） 

サイズ 110、120、130、140 

素材 綿 100% 

発売日 2020 年 3 月 15 日 

価格 4,000 円（税別） 

サイズ M、L、XL 

素材 綿 100% 

発売日 2020 年 2 月 15 日 

価格 4,900 円（税別） 

サイズ フリーサイズ 

素材 ポリエステル 80% 

綿 20% 

発売日 2020 年 2 月 15 日 

価格 800 円（税別） 

サイズ フラッグ部分：H30×W45cm 

ポール：48cm 

素材 ポリエステル、PVC、ABS 

発売日 12 月 18 日 

応援フラッグ S 

東京 2020 オリンピック聖火リレーピクトグラム 

応援フラッグ S 

東京 2020 オリンピック聖火リレーマスコット 

T シャツ 

東京 2020 オリンピック聖火リレーピクトグラム 2033A733（アシックス） 

T シャツ 

東京 2020 オリンピック聖火リレーピクトグラム 

キッズ T シャツ 

東京 2020 オリンピック聖火リレーマスコット 

背面 
背面 

法被 

東京 2020 オリンピック聖火リレーエンブレム 

 

背面 

ポロシャツ 

東京 2020 オリンピック聖火リレーエンブレム 

 

背面 

3 色展開 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

価格 600 円（税別） 

サイズ フラッグ部分：H10.5×W15.7cm 

ポール：27cm 

素材 ポリエステル、PVC、ABS 

発売日 2020 年 1 月 17 日 

価格 700 円（税別） 

サイズ フラッグ部分：H30×W45cm 

ポール：30.5cm 

素材 ポリエステル, 
PVC、ABS 

発売日 12 月 18 日 

価格 1,500 円（税別） 

サイズ バナー：H23×W18cm 

素材 ポリエステル 

発売日 2020 年 1 月 17 日 

価格 2,000 円（税別） 

サイズ H110×W40cm 

素材 綿 100% 

発売日 2020 年 1 月 10 日 
価格 2,000 円（税別） 

サイズ H40×W110cm 

素材 綿 100% 

発売日 2020 年 2 月以降 

コンパクトバスタオル 

東京 2020 オリンピック聖火リレーピクトグラム 

卓上ミニのぼり旗 

東京 2020オリンピック聖火リレーピクトグラム 

卓上ミニのぼり旗 

東京 2020 オリンピック聖火リレーマスコット 

ミニフラッグセット 

東京 2020オリンピック聖火リレーピクトグラム 

ミニフラッグセット 

東京 2020 オリンピック聖火リレーマスコット 

ミニバナー 

東京 2020 オリンピック聖火リレーエンブレム 

コンパクトバスタオル 

東京 2020 オリンピック聖火リレーマスコット 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

価格 1,300 円（税別） 

サイズ H19×W110cm 

素材 綿 100% 

発売日 2020 年 2 月以降 

価格 1,300 円（税別） 

サイズ H110×W19cm 

素材 綿 100% 

発売日 2020 年 1 月 10 日 

価格 1,500 円（税別） 

サイズ H20×W100cm 

素材 綿 100% 

発売日 2020 年 2 月 15 日 
価格 1,500 円（税別） 

サイズ H20×W100cm 

素材 綿 100% 

発売日 2020 年 2 月 15 日 

価格 2,000 円（税別） 

サイズ H110×W20cm 

素材 綿 100% 

発売日 2020 年 3 月中 
価格 2,000 円（税別） 

サイズ H20×W110cm 

素材 綿 100% 

発売日 2020 年 3 月中 

価格 700 円（税別） 

サイズ H25×W25cm 

素材 綿 100% 

発売日 2020 年 2 月 15 日 

マフラータオル 

東京 2020 オリンピック聖火リレーピクトグラム 

プリントマフラータオル  

東京 2020 オリンピック聖火リレーエンブレム 

プリントマフラータオル 

東京 2020 オリンピック聖火リレーピクトグラム 

マフラータオル 

東京 2020 オリンピック聖火リレーマスコット 

マフラータオル 

東京 2020 オリンピック聖火リレーピクトグラム

3033B059（アシックス） 

マフラータオル 

東京 2020 オリンピック聖火リレートーチ 

3033B057（アシックス） 

ミニタオル 

東京 2020 オリンピック聖火リレーピクトグラム 

ミニタオル 

東京 2020 オリンピック聖火リレーマスコット 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

価格 600 円（税別） 

サイズ H20×W20cm 

素材 綿 100% 

発売日 2020 年 3 月中 

価格 600 円（税別） 

サイズ H17×W6cm 

素材 紙、PP コーティング 

発売日 2020 年 1 月 10 日 

価格 600 円（税別） 

サイズ H4.1×W3.2cm 

素材 亜鉛合金 

発売日 2020 年 1 月上旬 

価格 800 円（税別） 

サイズ H17.3×W10.5cm 

素材 紙、PP コーティング 

発売日 2020 年 1 月 10 日 

価格 600 円（税別） 

サイズ H2.9×W1.65cm 

素材 真鍮 

発売日 2020 年 1 月 10 日 

価格 600 円（税別） 

サイズ H4.5×W3.1cm 

素材 亜鉛合金 

発売日 2020 年 1 月 14 日 

価格 各 600 円（税別） 

サイズ H2.7×W1.6cm 

素材 亜鉛合金 

発売日 2020 年 3 月 1 日 

価格 各 600 円（税別） 

サイズ H1.8×W2.7cm 

素材 亜鉛合金 

発売日 2020 年 3 月 1 日 

ステッカー 

東京 2020 オリンピック聖火リレーエンブレム 

ダイカットステッカー 

東京 2020 オリンピック聖火リレーマスコット 

ピンバッジ 

東京 2020 オリンピック聖火リレーエンブレム（2 種） 

ピンバッジ 

東京 2020 オリンピック聖火リレーピクトグラム（2 種） 

 

ピンバッジ 

東京 2020 オリンピック聖火リレーマスコット 
ピンバッジ 

東京 2020 オリンピック聖火リレーエンブレム 

ミニタオル 

東京 2020 オリンピック聖火リレーエンブレム 

3033B058（アシックス） 

※日本郵政限定取扱い商品 

ピンバッジ 

東京 2020 オリンピック聖火リレーマスコット 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

価格 600 円（税別） 

サイズ H10×W1.5cm 

素材 亜鉛合金 

発売日 2020 年 3 月 2 日 

価格 800 円（税別） 

サイズ H5×W9.7cm 

素材 合金/鉄/アルミ/ 
エポキシ樹脂 

発売日 12 月 18 日 

価格 800 円（税別） 

サイズ H10.6×W4.3cm 

素材 合金/鉄/アルミ 

発売日 12 月 18 日 

価格 1,000 円（税別） 

サイズ H6×W3cm 

素材 アクリル 

発売日 2020 年 1 月 10 日 

価格 800 円（税別） 

サイズ H14.5×W6.8cm 

素材 ATBC-PVC/鉄 

発売日 2020 年 1 月 10 日 

価格 800 円（税別） 

サイズ H10.6×W4.3cm 

素材 合金/鉄/アルミ 

発売日 2020 年 2 月 15 日 

価格 800 円（税別） 

サイズ H14.5×W6.8cm 

素材 ATBC-PVC/鉄 

発売日 2020 年 2 月 15 日 

価格 800 円（税別） 

サイズ H7×W5cm 

素材 本体：アクリル 

チェーン：スチール 

発売日 2020 年 2 月 15 日 

キャストキーホルダー 

東京 2020 オリンピック聖火リレーエンブレム 

メタルキーホルダー 

東京 2020 オリンピック聖火リレーマスコット 

ラバーキーホルダー 

東京 2020 オリンピック聖火リレーマスコット 

都道府県名入りメタルキーホルダー 

東京 2020 オリンピック聖火リレーマスコット（47 種） 

 

都道府県名入りラバーキーホルダー 

東京 2020 オリンピック聖火リレーマスコット（47 種） 

アクリルキーホルダー 

東京 2020 オリンピック聖火リレーエンブレム 

半立体ピンバッジ 

東京 2020 オリンピック聖火リレートーチ 

アクリルキーホルダー 

東京 2020 オリンピック聖火リレーマスコット 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

価格 800 円（税別） 

サイズ H11.4×W6.8cm 

素材 ATBC-PVC/磁石 

発売日 2020 年 1 月 10 日 

価格 800 円（税別） 

サイズ H11.4×W6.8cm 

素材 ATBC-PVC/磁石 

発売日 2020 年 2 月 15 日 

価格 900 円（税別） 

サイズ H12×W6cm 

素材 本体：ポリエステル 
チェーン：亜鉛合金 

発売日 2020 年 1 月 14 日 

価格 1,000 円（税別） 

サイズ H52×W2cm 

素材 ポリエステル/鉄/
ポリプロピレン 

発売日 2020 年 1 月 10 日 

価格 1,200 円（税別） 

サイズ H53×W42cm 

素材 ナイロン 

発売日 2020 年 1 月 10 日 

価格 2,500 円（税別） 

サイズ H35×W39×D10cm 

素材 綿 100% 

発売日 2020 年 1 月 10 日 

価格 3,000 円（税別） 

サイズ H7.5×W7.5cm 

素材 水引 

発売日 2020 年 2 月上旬 

価格 12,000 円（税別） 

サイズ H12.3×W12.3×D2.2cm 

素材 金沢箔 

発売日 2020 年 2 月上旬 

ボールチェーン付ぬいぐるみ 

東京 2020 オリンピック聖火リレーマスコット 

ライトバッグ 

東京 2020 オリンピック聖火リレーエンブレム 

トートバッグ 

東京 2020 オリンピック聖火リレーピクトグラム 

ラバーマグネット 

東京 2020 オリンピック聖火リレーマスコット 

都道府県名入りラバーマグネット 

東京 2020 オリンピック聖火リレーマスコット（47 種） 

伝統工芸品コレクション 

加賀水引細工【石川県】ミサンガ（朱） 

東京 2020 オリンピック聖火リレーエンブレム 

伝統工芸品コレクション 

金沢箔【石川県】箔アート 

東京 2020 オリンピック聖火リレーエンブレム 

ネックストラップ 

東京 2020 オリンピック聖火リレーマスコット 

※日本郵政限定取扱い商品 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

価格 6,800 円（税別） 

サイズ 広げた大きさ：42cm 

素材 和紙、唐木 

発売日 2020 年 2 月上旬 

価格 3,800 円（税別） 

サイズ H35×W90cm 

素材 綿 

発売日 2020 年 2 月上旬 

価格 3,200 円（税別） 

サイズ One size（2 種） 

素材 ポリエステル 

発売日 2020 年 3 月中 

価格 3,200 円（税別） 

サイズ Jr One size（2 種） 

素材 ポリエステル 

発売日 2020 年 3 月中 

価格 1,000 円（税別） 

サイズ free size 

素材 ポリエステル 85％ 

綿 15％ 

発売日 2020 年 2 月 15 日 

価格 2,000 円（税別） 

発売日 2020 年 2 月中 

伝統工芸品コレクション 

京黒紋付染【京都府】手ぬぐい 

東京 2020 オリンピック聖火リレーピクトグラム 

伝統工芸品コレクション 

江戸扇子【東京都】扇子 

東京 2020 オリンピック聖火リレーエンブレム 

各都道府県版 

東京 2020オリンピック聖火リレーマップ（47種） 

キャップ 

東京 2020オリンピック聖火リレーピクトグラム 

3033B060（アシックス） 

ハチマキ 

東京 2020 オリンピック聖火リレーエンブレム 

 

※No Image 

 ※聖火リレーの実施市区町村と、都道府県のみどころを分かりやすく

掲載した地図ポスター。各都道府県ごとに発行する予定です。 

 

 

KIDS キャップ 

東京 2020オリンピック聖火リレーピクトグラム 

3033B060（アシックス） 

2 色展開 

2 色展開 

表 

裏 



 

東京 2020 オリンピック聖火リレートーチ オフィシャルショップ展示ツアー 概要 

 

東京 2020 オリンピック聖火リレーで使用される聖火リレートーチが、2020 年 1 月 10 日（金）から全

国各地のオフィシャルショップに展示されます。手に持って写真を撮って頂くこともできますので、

ぜひお近くのショップへお越しください。 

 

期 間 ： 2020 年 1 月 10 日（金）～2020 年 7 月 21 日（火） 

  ※店舗によって展示期間は異なります。 

対 象 店 舗 ： 全 71 店舗（スケジュールは下記を参照願います。） 

特設サイト ： https://tokyo2020shop.jp/contents/official_shop_torch 

留 意 事 項 ： 無料でご参加いただけます。 

  混雑状況により、お待ちいただく場合がございます。 

  12 歳未満の方は、保護者の方が同伴の上ご参加願います。 

  設備の不具合・故障により中止させていただく場合がございます。 

  店舗は変更になる場合がございます。 

 
店舗 スケジュール

札幌店 1/10(金)-1/19(日）

秋田店 1/23(木)-2/2(日)

福島店 3/19(木)-3/29(日)

盛岡店 3/19(木)-3/29(日)

仙台泉店 4/2(木)-4/5(日)

青森店 4/9(木)-4/12(日)

仙台店 4/16(木)-4/26(日)

小名浜店 4/30(木)-5/10(日)

郡山店 5/14(木)-5/24(日)

札幌苗穂店 6/11(木)-6/21(日)

＜北海道／東北エリア＞

店舗 スケジュール

柏店 1/10(金)-1/19(日）

川崎店 1/23(木)-2/2(日)

大和鶴間店 2/6(木)-2/16(日)

越谷レイクタウン店 2/6(木)-2/16(日)

大宮店 2/20(木)-3/1(日)

幕張店 3/5(木)-3/15(日)

水戸店 3/19(木)-3/29(日)

上尾店 3/19(木)-3/29(日)

津田沼店 4/2(木)-4/12(日)

新浦安店 4/16(木)-4/26(日)

都筑店 5/14(木)-5/24(日)

深谷店 5/14(木)-5/24(日)

横浜西口店 5/28(木)-6/7(日)

橋本店 5/28(木)-6/7(日)

湘南店 6/11(木)-6/21(日)

葛西店 6/25(木)-7/5(日)

武蔵小杉店 6/25(木)-7/5(日)

成田空港第2ターミナル店 7/9(木)-7/21(火)

＜関東エリア＞

店舗 スケジュール

赤坂見附店 1/10(金)-1/19(日）

台場店 1/10(金)-1/19(日）

とうきょうスカイツリー店 1/23(木)-2/2(日)

大森店 1/23(木)-2/2(日)

西新井店 2/20(木)-3/1(日)

亀有店 4/16(木)-4/26(日)

池袋西口店 4/30(木)-5/10(日)

木場店 4/30(木)-5/10(日)

品川シーサイド店 4/30(木)-5/10(日)

府中店 5/14(木)-5/24(日)

東雲店 5/28(木)-6/7(日)

秋葉原店 6/11(木)-6/21(日)

丸の内店 6/25(木)-7/5(日)

渋谷店 7/9(木)-7/21(火)

東京駅店 7/9(木)-7/21(火)

新宿西口店 7/9(木)-7/21(火)

羽田空港第1ターミナル店 7/9(木)-7/21(火)

＜東京エリア＞

店舗 スケジュール

新潟店 2/6(木)-2/16(日)

名古屋店 2/20(木)-3/1(日)

岐阜店 2/20(木)-3/1(日)

常滑店 3/5(木)-3/15(日)

松本店 3/5(木)-3/15(日)

浜松店 4/2(木)-4/12(日)

栄店 4/2(木)-4/12(日)

小松店 5/28(木)-6/7(日)

静岡店 5/28(木)-6/7(日)

甲府店 6/11(木)-6/21(日)

ナゴヤドーム前店 6/25(木)-7/5(日)

静岡駅店 6/25(木)-7/5(日)

＜中部エリア＞

店舗 スケジュール

なんば店 2/6(木)-2/16(日)

八尾店 3/5(木)-3/15(日)

泉南店 4/2(木)-4/12(日)

あべのハルカス店 4/16(木)-4/26(日)

神戸三宮店 5/14(木)-5/24(日)

京都河原町店 6/11(木)-6/21(日)

＜近畿エリア＞ 店舗 スケジュール

岡山店 2/20(木)-3/1(日)

広島店 3/19(木)-3/29(日)

高松店 4/16(木)-4/26(日)

店舗 スケジュール

那覇店 1/10(金)-1/19(日）

沖縄ライカム店 1/23(木)-2/2(日)

鹿児島店 2/6(木)-2/16(日)

八幡店 3/5(木)-3/15(日)

熊本店 4/30(木)-5/10(日)

＜九州／沖縄エリア＞

＜中国／四国エリア＞

https://tokyo2020shop.jp/contents/official_shop_torch
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