
 

 

東京 2020 パラリンピック観戦チケットの第 1 次抽選申込について 

 

 

令和元年 8 月 13 日、組織委員会は、パラリンピック観戦チケットの第 1

次抽選申込について詳細を公表 

 

 

１ 抽選申込受付のスケジュール 

○ 抽選申込受付    令和元年 8 月 22日～9 月 9日 

○ 抽選結果発表        10 月 2日 

○ 購入手続期間        10 月 2日～10月 15日 

・１人あたりの最大申込・当選枚数は 30枚 

 

２ 抽選申込の対象となるチケット 

○ 一般チケット 

○ 車いすユーザーチケット 

・当該チケット 1枚につき、1枚の同伴者チケットの申込が可能 

○ 東京 2020 みんなで応援チケット 

・12歳以下の子ども・60歳以上のシニア・障がい（車いすユー    

ザー含む）のある方を 1名以上含む家族やグループ（申込枚数 

は、2枚以上） 

 

３ 価格等 

○ 車いす席等を含む価格表、会場におけるＡ席Ｂ席などの場所を示した 

  シートマップを公表 

 

（参考）抽選申込終了以降のスケジュール（パラリンピック） 

○  令和2年初め    第2次抽選販売 

○  令和2年春以降   春期販売（公式チケット販売サイト・ 

公式チケット販売所・公式リセール） 
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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-2019-253> 

 2019年 8月 13日 

 

東京 2020大会パラリンピック観戦チケットが第 1次抽選申込開始！ 

チケット販売サイトオープン、申込受付開始は 8月 22日（木） 

 

 東京 2020組織委員会は、東京 2020大会パラリンピック観戦チケットの第 1次抽選販売について、

以下のとおり決定しましたのでお知らせいたします。 

パラリンピックでは、なるべく多くの方、特に次世代を担う子どもや若者の来場、および障がい者

スポーツへの理解を促進することを目指して参ります。またパラリンピックの価値を幅広く共有でき

るチケッティングを目指し、フルスタジアムの実現をして参ります。 

 

1． 東京 2020パラリンピック観戦チケット抽選申込受付開始日時 

2019年 8月 22日（木）未明 

 

2． 抽選申込受付スケジュール（予定） 

  ■ 抽選申込受付期間 

2019年 8月 22日（木）未明から 9月 9日（月）11：59まで 

■ 抽選結果発表 

2019年 10月 2日（水） 

■ 購入手続期間 

2019年 10月 2日（水）から 2019年 10月 15日（火）23：59まで 

  

3． 公式チケット販売サイトのオープン日時 

2019年 8月 22日（木）未明 

東京 2020 パラリンピック観戦チケットを購入するための公式チケット販売サイトは、オリンピ

ックの公式チケット販売サイトと異なるサイトとなりますので、ご注意ください。 

URL：https://ticket.tokyo2020.org/paralympic 

 

（注）日本に在住する方のみが、公式チケット販売サイトから申込・購入いただけます。 

https://ticket.tokyo2020.org/paralympic
S1050101
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海外在住者向けの販売時期や販売方法は、各国により異なりますので、各国・地域の NPC ま

たは公式チケット販売事業者にお問い合わせください。 

URL：https://ticket.tokyo2020.org/Home/ATRList  

 

＜抽選申込受付スケジュールのフロー（予定）＞ 

 

 

4． 東京 2020パラリンピック観戦チケットの特徴 

✓ 12日間にわたる 22競技のチケットを販売します。 

✓ チケットの席種は、A席～E席まで最大 5種類あります。 

✓ 開閉会式の観戦チケット価格は 8,000円から 150,000円です。 

✓ 競技の一般チケットの価格は、900円から、さらにグループでのお申込み（「東京 2020みん

なで応援チケット」）は 500 円からと、お求めやすい価格にてパラリンピックの観戦をいた

だけます。 

✓ 車いすユーザー向けチケットのほか、12 歳未満の子ども、60 歳以上のシニアの方、障がい

のある方を 1 名以上含む家族やグループを対象とした「東京 2020 みんなで応援チケット」

をご用意し、より多くの皆さまが東京 2020大会を楽しめるチケットをご用意しています。 

 

https://ticket.tokyo2020.org/Home/ATRList
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その他に、2019年秋以降に販売を予定もしくは検討しているチケットは以下の通りです。 

 

（参考）その他、学校連携観戦チケット（500～2,020円）や開催都市ならびにそれに準ずる会場所在地

自治体、東日本大震災被災 3県、ホストタウン向けのチケットなどを取扱う予定です。なお、本チ

ケットの一般販売はございません。 

 

5．東京 2020パラリンピック観戦チケットの第１次抽選販売の詳細 

（1）チケット価格、シートマップ、セッションスケジュール 

    チケットの席種は、A 席から E 席まで最大 5 種類あります。各席種のチケット価格およびシー

トマップについては、別添 1をご覧ください。また、セッション（※1）ごとのスケジュールおよ

びチケット価格については、別添 2をご覧ください。 

 （※1）各競技のセッションとは、チケットを販売する単位になります。競技によって、セッションの   

時間や含まれる試合数等は異なります。 

（例：陸上競技の午前の部と午後の部、球技では、複数の試合が含まれる場合もあります） 

 

（2）申込上限枚数 

  １人あたりの抽選申込および当選チケットの枚数には上限があります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）当選機会を広げるカスケードサービスと第 2希望選択サービス 

  多くの方にチケットの当選機会が広がるよう以下のサービスを提供します。 

① カスケードサービス 

カスケードとは、申込時に希望した席種の抽選

結果が「落選」となっても、一つ下の席種のチケ

ットが販売定数に達していない場合に、一つ下の

席種のチケットについても抽選対象とすること

ができるサービスです。カスケードサービスのご

利用は、申込時にご希望いただく必要があります。 

＜申込例＞ 

（※1） 
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② 第 2希望選択サービス 

第 2希望選択サービスとは、抽選申込時に、第

2希望の申込が可能なサービスです。 

第 2希望選択をしておけば、第 1希望が落選し

ても、次に観たいセッションのチケットが入手で

きるかもしれません。なお、第 1希望・第 2希望

を同じセッションで申込はできません。 

 

（4）抽選結果発表と購入手続 

   2019年 10月 2日（水）に申込者宛に抽選結果を通知する予定です。申込受付期間終了後に枚数

の変更やキャンセル等は一切行うことができませんのでご注意ください。なお複数のセッションに

当選された場合のチケット代金は、当選分の全額を一括で支払いただきますので、一部のみの支払

はできません。 

   当選後に来場・観戦を予定されている方の氏名登録と連絡先の確認が必要になります。 

支払いは、Visa決済またはコンビニエンスストアでの現金決済（手数料 432円（税込）／件、30万

円（税込）未満の支払いに限る）が可能です。また、モバイルチケットや自宅等にてご自身でプリ

ントするチケットは手数料がかかりませんが、紙チケットで受け取る場合は、発行手数料 324 円

（税込）／枚および配送手数料 864円（税込）／件が必要となります。 

 

6．不正転売の禁止と公式リセールサービスの提供 

   チケットは、公式チケット販売チャネル（公式チケット販売サイト、公式チケット販売所、公式

チケット販売事業者）で購入したチケットのみ有効です。非公式チャネルで購入されたチケットで

会場に入場することはできません。 

また、2019年 6月 14日（金）には「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適

正な流通の確保に関する法律」が施行され、不正転売を行った場合には 1年以下の懲役または 100

万円以下の罰金、またはその両方が科されることになります。 

   東京 2020 大会では、不正転売を防ぎ、皆さまに安心して適正な価格でチケットを購入いただけ

るよう、チケット券面上には購入者のお名前を記載させていただくとともに、来場予定者の方を事

前に公式チケット販売サイトから登録いただきます。入場時や会場内で本人確認をさせていただく

場合がありますので、来場の際は必ずお名前のわかる身分証明書等を持参ください。 

   2020年春以降には、公式リセールサービスをスタートします。来場ができなくなった場合には、

公式リセールサービスを利用し、定価で不要なチケットを公式転売することができます。 

 

※TOKYO 2020 IDについて 

TOKYO 2020 IDは、東京 2020大会公式チケット販売サイトでチケットを購入する際に必要とな

るもので、IDをご登録いただいた方には、メールマガジンや TOKYO 2020 ID利用者用ポータル

「My TOKYO 2020」等を通じてチケット情報や大会関連情報をいち早くお届けしています。2019

年 8月 13日現在、登録件数は約 760万件となっています。 

TOKYO 2020 ID登録サイト：https://id.tokyo2020.org/ 

 

＜申込例＞ 

https://id.tokyo2020.org/
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【チケット販売価格や販売スケジュール等】  

大会計画や競技スケジュール等の変更により、価格や販売スケジュ

ール等は変更となる場合があります。詳細は公式チケット販売サイト

にてご確認ください。 

 

【素材のダウンロードについて】 

 以下の素材がダウンロードできます。 

✓  パラリンピック一次抽選販売バナー（.ai） 

＜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/ 

ユーザー名：media     パスワード：tokyo2020media 

 

■ 使用上の注意事項 

・ご使用にあたっては、クレジット（「Tokyo 2020」または「東  

京 2020」）の表示をお願いします。 

・報道機関による報道目的にのみ使用できます。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。映像の趣旨を著しく変化させる編集でない限

り、自由に素材としてご利用いただけます。 

  

【本件に関するお問い合わせ】 

東京 2020組織委員会 

広報局広報部戦略広報課   

担当：井戸、早川 

電話：03-6631-1949 / FAX：03-6220-5801 

Email：pressoffice@tokyo2020.jp 

 

【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について】 

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会は、公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）と東京都に

より 2014 年 1 月 24 日に一般財団法人として設立され、2015 年 1 月 1 日付で公益財団法人になりました。第 32 回オ

リンピック競技大会は、2020 年 7 月 24 日（金）〜8 月 9 日（日）の日程で、東京 2020 パラリンピック競技大会は、

2020 年 8 月 25 日（火）〜9 月 6 日（日）の日程で開催されます。東京 2020 大会に向けて組織委員会は、JOC、公益

財団法人日本障がい者スポーツ協会日本パラリンピック委員会（JPC）、東京都、政府、経済界、その他関係団体と共に

オールジャパン体制の中心となり、大会の準備および運営に関する事業を行います。 

Web: tokyo2020.org | Facebook: facebook.com/tokyo2020 | Twitter: twitter.com/Tokyo2020jp 

Instagram: https://www.instagram.com/tokyo2020/ | LINE: https://line.me /R/ti/p/%40tokyo2020 

file://///tko-fs01/東京2020/3.事業戦略広報部/02%20戦略広報課/20_Media/03_リリース、記者会見・囲み対応/20160408%20　第14回エンブレム委員会・採用候補作品発表会/0%20取材案内/URL：https:/media.tokyo2020.jp/jp/
mailto:pressoffice@tokyo2020.jp
https://tokyo2020.org/
https://www.facebook.com/tokyo2020/
https://www.instagram.com/tokyo2020/
https://line.me/R/ti/p/%40tokyo2020
S1050101
テキストボックス



  

  



  

競技 会場 
セッション 

タイプ 
性別 

チケット価格 

A B C D E 
東京 2020 

みんなで 

応援チケット 
車いす 

アーチェリー 夢の島公園 
アーチェリー場 

予選 男女 ¥1,800     ¥1,500 ¥1,800   

決勝 男女 ¥2,400      ¥2,400   

陸上競技 
オリンピック 
スタジアム 

予選/決勝 
(午前) 

男女 ¥3,600 ¥2,800 ¥2,000   ¥1,500 ¥2,800 ¥2,000 

予選/決勝 
(午後) 

男女 ¥6,500 ¥4,000 ¥2,800     ¥4,000 ¥2,800 

陸上競技 
(マラソン) 

決勝 男女 ¥3,200 ¥2,000    ¥1,500 ¥3,200 ¥2,000 

バドミントン 国立代々木 
競技場 

予選 男女 ¥2,400 ¥1,600    ¥1,000 ¥1,600   

決勝 男女 ¥3,200 ¥2,000      ¥2,000   

ボッチャ 有明体操 
競技場 

予選 男女 ¥1,800 ¥1,200    ¥1,000 ¥1,200   

準々決勝/準決勝 男女 ¥2,400 ¥1,600      ¥1,600   

準決勝/ 
3 位決定戦 

男女 ¥2,400 ¥1,600      ¥1,600   

決勝 男女 ¥3,200 ¥2,000      ¥2,000   

カヌー 海の森水上 
競技場 

予選 男女 ¥1,600 ¥1,200 ¥ 900   ¥ 500 ¥ 900   

決勝 男女 ¥2,000 ¥1,400 ¥1,200     ¥1,200   

自転車競技 
(ロード) 

富士スピード
ウェイ 

決勝 男女 ¥2,000 ¥1,400    ¥1,000 ¥1,400   

自転車競技 
(トラック) 

伊豆 
ベロドローム 

決勝 男女 ¥3,200 ¥2,000    ¥1,500 ¥2,000   

馬術 馬事公苑 決勝 男女 ¥2,000 ¥1,400    ¥1,000 ¥1,400   

５人制 
サッカー 

青海 
アーバンスポ
ーツパーク 

予選 男子 ¥2,800 ¥1,800    ¥1,500 ¥1,800   

準決勝 男子 ¥3,600 ¥2,400      ¥2,400   

3 位決定戦 男子 ¥3,600 ¥2,400      ¥2,400   

決勝 男子 ¥5,000 ¥3,200      ¥3,200   

ゴールボール 幕張メッセ  
C ホール 

予選 男女 ¥1,800 ¥ 900    ¥ 500 ¥ 900   

準々決勝 男女 ¥2,400 ¥1,600      ¥1,600   

準決勝 男女 ¥2,400 ¥1,600      ¥1,600   

3 位決定戦 男女 ¥2,400 ¥1,600      ¥1,600   

決勝 男女 ¥2,800 ¥1,800      ¥1,800   

柔道 日本武道館 
予選 男女 ¥3,600 ¥2,000    ¥1,500 ¥2,000   

決勝 男女 ¥5,000 ¥3,200      ¥3,200   

パワー 
リフティング 

東京国際 
フォーラム 

決勝 男女 ¥2,000 ¥1,400    ¥1,000 ¥1,400   

ボート 海の森水上 
競技場 

予選 男女 ¥1,800 ¥1,200 ¥ 900   ¥ 500 ¥ 900   

決勝 男女 ¥2,400 ¥1,600 ¥1,400     ¥1,400   

射撃 
 

陸上自衛隊 
朝霞訓練場 

決勝 
（ライフル&ピストル） 

男女 ¥1,800     ¥1,500 ¥1,800   

予選&決勝 
（ライフル&ピストル） 

男女 ¥2,400      ¥2,400   



競技 会場 
セッション 

タイプ 
性別 

チケット価格 

A B C D E 
東京 2020 

みんなで 

応援チケット 
車いす 

 

  

シッティング 
バレーボール 

幕張メッセ  
A ホール 

予選 男女 ¥2,000 ¥1,400    ¥1,000 ¥1,400   

準決勝 男女 ¥2,800 ¥2,000     ¥2,000   

決勝 女子 ¥3,200 ¥2,400     ¥2,400   

3 位決定戦/決勝 男女 ¥3,600 ¥2,800      ¥2,800   

水泳 
東京アクアテ
ィクスセンタ
ー 

予選 男女 ¥3,600 ¥2,800 ¥2,000   ¥1,500 ¥2,000   

決勝 男女 ¥7,000 ¥5,000 ¥2,800     ¥2,800   

卓球 東京体育館 

予選/準々決勝/ 
準決勝 

男女 ¥2,000 ¥1,400    ¥1,000 ¥1,400   

決勝 男女 ¥2,800 ¥1,800      ¥1,800   

テコンドー 幕張メッセ  
B ホール 

予選/準々決勝 男女 ¥1,400 ¥ 900    ¥ 500 ¥ 900   

準決勝/決勝 男女 ¥2,000 ¥1,400      ¥1,400   

トライアスロ
ン 

お台場海浜 
公園  

決勝 男女 ¥3,000 ¥1,400    ¥1,000 ¥1,400   

車いすバスケ
ットボール 

武蔵野の森 
総合スポーツ
プラザ 

予選 男女 ¥4,000 ¥2,400    ¥2,020 ¥2,400   

車いすバスケ
ットボール 

有明アリーナ 

予選 男女 ¥4,000 ¥2,400     ¥2,020 ¥2,400   

準々決勝 男女 ¥5,000 ¥2,800      ¥2,800   

準決勝 男女 ¥5,000 ¥2,800      ¥2,800   

3 位決定戦/決勝 男女 ¥7,000 ¥3,200     ¥3,200   

車いす 
フェンシング 

幕張メッセ  
B ホール 

予選 男女 ¥1,800 ¥ 900    ¥ 500 ¥ 900   

決勝 男女 ¥2,400 ¥1,600      ¥1,600   

車いす 
ラグビー 

国立代々木 
競技場 

予選 男女 ¥3,200 ¥2,800 ¥2,400    ¥2,020 ¥2,400   

準決勝 男女 ¥3,600 ¥3,200 ¥2,800     ¥2,800   

3 位決定戦 男女 ¥3,600 ¥3,200 ¥2,800    ¥2,800   

決勝 男女 ¥4,000 ¥3,600 ¥3,200     ¥3,200   

車いすテニス 

有明テニスの森 

予選/ 
準々決勝 

男女 ¥4,000 ¥2,400    ¥2,020 ¥2,400 
  

  (センターコート) 

有明テニスの森 男女 ¥4,000 ¥2,400    ¥2,020 ¥2,400 
  

  (コート 1) 

有明テニスの森 男女 ¥4,000 ¥2,400 
 

 

 

 

 

 
¥2,020 ¥2,400 

  

  (コート 2) 

有明テニスの森 男女 ¥1,800       ¥1,800 
  

  (コート 3-9) 

有明テニスの森 準々決勝 男女 ¥4,000 ¥2,400      ¥2,400 
  

  (コート 2) 

有明テニスの森 

準々決勝/ 
準決勝/ 
3 位決定戦 

男女 ¥5,000 ¥2,800      ¥2,800 
  

  (センターコート) 

有明テニスの森 男女 ¥5,000 ¥2,800      ¥2,800  
(コート 1) 

有明テニスの森 男女 ¥5,000 ¥2,800     ¥2,800  
(コート 2) 

有明テニスの森 準決勝/ 
3 位決定戦/決勝 

男女 ¥6,500 ¥3,200      ¥3,200 
  

  (センターコート) 



競技 会場 
セッション 

タイプ 
性別 

チケット価格 

A B C D E 
東京 2020 

みんなで 

応援チケット 
車いす 

 

  

開会式 オリンピック 
スタジアム 

式典 － ¥150,000 ¥108,000 ¥66,000 ¥35,000 ¥8,000 ¥2,020 ¥35,000 ¥8,000 

閉会式 オリンピック 
スタジアム 

式典 － ¥90,000 ¥64,000 ¥40,000 ¥22,000 ¥8,000 ¥2,020 ¥22,000 ¥8,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



※シートマップは変更となる場合があります。 



調整中





















A B C D E

開会式 オリンピックスタジアム 2020-08-25 20:00 23:00 開会式 150,000 108,000 66,000 35,000 8,000

閉会式 オリンピックスタジアム 2020-09-06 20:00 23:00 閉会式 90,000 64,000 40,000 22,000 8,000

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2020-08-28 09:00 12:00

男子コンパウンド オープン ランキングラウンド ／
女子コンパウンド オープン ランキングラウンド ／
男子 W1 ランキングラウンド ／
女子 W1 ランキングラウンド

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2020-08-28 14:00 17:00 男子リカーブ オープン ランキングラウンド ／
女子リカーブ オープン ランキングラウンド

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2020-08-29 09:00 14:00 男子個人コンパウンド オープン 1回戦 ／
男子個人コンパウンド オープン 2回戦

1,800

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2020-08-29 17:00 21:25

混合チーム W1 1回戦 ／
混合チーム W1 準々決勝 ／
混合チーム W1 準決勝 ／
混合チーム W1 3位決定戦 ／
混合チーム W1 決勝 ／
混合チーム W1 表彰式

2,400

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2020-08-30 09:00 13:55 女子個人コンパウンド オープン 1回戦 ／
混合チームコンパウンド オープン 1回戦

1,800

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2020-08-30 17:00 20:05

混合チームコンパウンド オープン 準々決勝 ／
混合チームコンパウンド オープン 準決勝 ／
混合チームコンパウンド オープン 3位決定戦 ／
混合チームコンパウンド オープン 決勝 ／
混合チームコンパウンド オープン 表彰式

2,400

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2020-08-31 09:00 13:25

女子個人コンパウンド オープン 2回戦 ／
女子個人コンパウンド オープン 準々決勝 ／
女子個人コンパウンド オープン 準決勝 ／
女子個人コンパウンド オープン 3位決定戦 ／
女子個人コンパウンド オープン 決勝 ／
女子個人コンパウンド オープン 表彰式

2,400

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2020-08-31 17:00 20:25

男子個人 W1 1回戦 ／
男子個人 W1 準々決勝 ／
男子個人 W1 準決勝 ／
男子個人 W1 3位決定戦 ／
男子個人 W1 決勝 ／
男子個人 W1 表彰式

2,400

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2020-09-01 09:00 13:25

男子個人コンパウンド オープン 3回戦 ／
男子個人コンパウンド オープン 準々決勝 ／
男子個人コンパウンド オープン 準決勝 ／
男子個人コンパウンド オープン 3位決定戦 ／
男子個人コンパウンド オープン 決勝 ／
男子個人コンパウンド オープン 表彰式

2,400

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2020-09-01 17:00 20:25

女子個人 W1 1回戦 ／
女子個人 W1 準々決勝 ／
女子個人 W1 準決勝 ／
女子個人 W1 3位決定戦 ／
女子個人 W1 決勝 ／
女子個人 W1 表彰式

2,400

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2020-09-03 10:00 14:00 女子個人リカーブ オープン 1回戦 ／
女子個人リカーブ オープン 2回戦

1,800

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2020-09-03 17:00 19:25

女子個人リカーブ オープン 準々決勝 ／
女子個人リカーブ オープン 準決勝 ／
女子個人リカーブ オープン 3位決定戦 ／
女子個人リカーブ オープン 決勝 ／
女子個人リカーブ オープン 表彰式

2,400

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2020-09-04 10:00 14:00 男子個人リカーブ オープン 1回戦 1,800

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2020-09-04 17:00 21:25

男子個人リカーブ オープン 2回戦 ／
男子個人リカーブ オープン 準々決勝 ／
男子個人リカーブ オープン 準決勝 ／
男子個人リカーブ オープン 3位決定戦 ／
男子個人リカーブ オープン 決勝 ／
男子個人リカーブ オープン 表彰式

2,400

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2020-09-05 10:00 12:40 混合チームリカーブ オープン 1回戦 1,800

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2020-09-05 17:00 20:05

混合チームリカーブ オープン 準々決勝 ／
混合チームリカーブ オープン 準決勝 ／
混合チームリカーブ オープン 3位決定戦 ／
混合チームリカーブ オープン 決勝 ／
混合チームリカーブ オープン 表彰式

2,400

陸上競技（トラック＆フィールド） オリンピックスタジアム 2020-08-28 09:30 13:00

女子円盤投 F55 決勝 ／
男子5000m T11 決勝 ／
女子砲丸投 F41 決勝 ／
女子100m T35 決勝 ／
男子100m T12 予選 ／
女子走幅跳 T11 決勝 ／
男子400m T52 予選 ／
男子やり投 F38 決勝 ／
女子200m T37 予選 ／
男子100m T37 予選 ／
男子5000m T11 表彰式 ／
女子100m T35 表彰式 ／
女子5000m T54 予選 ／
女子砲丸投 F41 表彰式 ／
女子走幅跳 T11 表彰式 ／
男子やり投 F38 表彰式 ／
男子100m T47 予選

3,600 2,800 2,000

陸上競技（トラック＆フィールド） オリンピックスタジアム 2020-08-28 19:00 22:00

男子砲丸投 F55 決勝 ／
男子走幅跳 T11 決勝 ／
女子200m T37 決勝 ／
男子100m T37 決勝 ／
男子100m T47 決勝 ／
女子こん棒投 F32 決勝 ／
女子400m T11 予選 ／
男子砲丸投 F37 決勝 ／
男子5000m T54 予選 ／
女子円盤投 F55 表彰式 ／
女子200m T37 表彰式 ／
男子100m T37 表彰式 ／
男子400m T52 決勝 ／
男子100m T47 表彰式 ／
男子砲丸投 F37 表彰式 ／
女子400m T47 予選 ／
男子走幅跳 T11 表彰式 ／
女子こん棒投 F32 表彰式 ／
男子400m T52 表彰式

6,500 4,000 2,800

陸上競技（トラック＆フィールド） オリンピックスタジアム 2020-08-29 09:30 13:00

女子円盤投 F57 決勝 ／
男子砲丸投 F12 決勝 ／
男子5000m T13 決勝 ／
女子5000m T54 決勝 ／
男子1500m T46 決勝 ／
女子100m T38 予選 ／
女子やり投 F13 決勝 ／
男子100m T38 予選 ／
男子砲丸投 F55 表彰式 ／
女子400m T11 決勝 ／
男子5000m T13 表彰式 ／
女子5000m T54 表彰式 ／
女子走幅跳 T64 決勝 ／
男子400m T11 予選 ／
男子1500m T46 表彰式 ／
女子400m T11 表彰式 ／
女子やり投 F13 表彰式 ／
男子100m T12 準決勝 ／
男子砲丸投 F12 表彰式 ／
女子走幅跳 T64 表彰式

3,600 2,800 2,000

セッション情報×チケット価格一覧

終了時間 種目
チケット価格

チケット販売無し

チケット販売無し

競技（種目等） 会場 日程 開始時間

別添2

1



A B C D E

セッション情報×チケット価格一覧

終了時間 種目
チケット価格

競技（種目等） 会場 日程 開始時間

別添2

陸上競技（トラック＆フィールド） オリンピックスタジアム 2020-08-29 19:00 22:00

男子やり投 F57 決勝 ／
女子1500m T13 決勝 ／
男子こん棒投 F32 決勝 ／
女子200m T36 予選 ／
女子砲丸投 F37 決勝 ／
男子100m T38 決勝 ／
女子100m T38 決勝 ／
男子400m T11 準決勝 ／
女子円盤投 F57 表彰式 ／
女子1500m T13 表彰式 ／
男子走幅跳 T63 決勝 ／
男子5000m T54 決勝 ／
女子400m T47 決勝 ／
男子100m T38 表彰式 ／
女子100m T38 表彰式 ／
女子100m T34 予選 ／
女子砲丸投 F37 表彰式 ／
男子5000m T54 表彰式 ／
男子1500m T52 予選 ／
女子400m T47 表彰式 ／
男子走幅跳 T63 表彰式

6,500 4,000 2,800

陸上競技（トラック＆フィールド） オリンピックスタジアム 2020-08-30 09:30 13:00

男子やり投 F57 表彰式 ／
男子こん棒投 F32 表彰式 ／
男子砲丸投 F53 決勝 ／
女子1500m T11 予選 ／
女子円盤投 F64 決勝 ／
女子200m T36 決勝 ／
女子100m T34 決勝 ／
男子100m T34 予選 ／
女子走幅跳 T12 決勝 ／
女子800m T53 予選 ／
女子800m T54 予選 ／
男子砲丸投 F40 決勝 ／
女子200m T36 表彰式 ／
女子100m T34 表彰式 ／
男子400m T53 予選 ／
男子400m T54 予選 ／
女子走幅跳 T12 表彰式 ／
女子円盤投 F64 表彰式 ／
男子砲丸投 F40 表彰式 ／
男子砲丸投 F53 表彰式 ／
男子100m T13 予選

3,600 2,800 2,000

陸上競技（トラック＆フィールド） オリンピックスタジアム 2020-08-30 19:00 22:00

男子円盤投 F52 決勝 ／
女子砲丸投 F20 決勝 ／
女子800m T53 決勝 ／
女子800m T54 決勝 ／
女子走幅跳 T37 決勝 ／
男子400m T11 決勝 ／
女子200m T35 決勝 ／
男子走高跳 T47 決勝 ／
男子100m T13 決勝 ／
女子やり投 F34 決勝 ／
男子100m T63 予選 ／
女子800m T53 表彰式 ／
女子800m T54 表彰式 ／
男子400m T53 決勝 ／
男子400m T54 決勝 ／
男子400m T11 表彰式 ／
女子200m T35 表彰式 ／
男子1500m T52 決勝 ／
男子100m T13 表彰式 ／
女子砲丸投 F20 表彰式 ／
男子100m T12 決勝 ／
男子400m T53 表彰式 ／
男子400m T54 表彰式 ／
男子100m T64 予選 ／
男子1500m T52 表彰式 ／
女子走幅跳 T37 表彰式 ／
男子100m T12 表彰式

6,500 4,000 2,800

陸上競技（トラック＆フィールド） オリンピックスタジアム 2020-08-31 09:30 13:00

男子円盤投 F52 表彰式 ／
女子やり投 F34 表彰式 ／
男子走高跳 T47 表彰式 ／
男子円盤投 F56 決勝 ／
男子走幅跳 T12 決勝 ／
男子1500m T13 予選 ／
男子砲丸投 F41 決勝 ／
男子100m T33 決勝 ／
男子100m T34 決勝 ／
女子砲丸投 F54 決勝 ／
男子100m T35 予選 ／
男子1500m T11 予選 ／
男子やり投 F46 決勝 ／
女子100m T11 予選 ／
男子100m T33 表彰式 ／
男子100m T34 表彰式 ／
男子400m T38 予選 ／
男子砲丸投 F41 表彰式 ／
男子走幅跳 T12 表彰式 ／
男子1500m T54 予選 ／
女子1500m T11 決勝

3,600 2,800 2,000

陸上競技（トラック＆フィールド） オリンピックスタジアム 2020-08-31 19:00 22:00

女子1500m T11 表彰式 ／
男子やり投 F46 表彰式 ／
女子円盤投 F53 決勝 ／
男子100m T35 決勝 ／
男子やり投 F64 決勝 ／
女子100m T11 準決勝 ／
男子走幅跳 T36 決勝 ／
男子400m T20 予選 ／
男子砲丸投 F11 決勝 ／
女子400m T20 予選 ／
男子円盤投 F56 表彰式 ／
女子砲丸投 F54 表彰式 ／
男子100m T35 表彰式 ／
男子100m T63 決勝 ／
男子100m T64 決勝 ／
女子400m T12 予選 ／
女子1500m T54 予選 ／
男子100m T63 表彰式 ／
男子100m T64 表彰式 ／
女子400m T37 予選 ／
男子やり投 F64 表彰式 ／
男子走幅跳 T36 表彰式 ／
男子砲丸投 F11 表彰式

6,500 4,000 2,800

陸上競技（トラック＆フィールド） オリンピックスタジアム 2020-09-01 09:30 13:00

女子やり投 F56 決勝 ／
女子円盤投 F11 決勝 ／
男子1500m T11 決勝 ／
男子1500m T13 決勝 ／
女子砲丸投 F34 決勝 ／
女子200m T64 予選 ／
男子200m T51 決勝 ／
女子100m T13 予選 ／
男子1500m T11 表彰式 ／
男子1500m T13 表彰式 ／
男子走幅跳 T47 決勝 ／
男子400m T36 決勝 ／
女子400m T12 決勝 ／
女子円盤投 F53 表彰式 ／
男子200m T51 表彰式 ／
男子砲丸投 F36 決勝 ／
男子1500m T54 決勝 ／
女子100m T47 予選 ／
女子円盤投 F11 表彰式 ／
男子400m T36 表彰式 ／
女子400m T12 表彰式 ／
男子400m T37 予選 ／
男子1500m T54 表彰式 ／
女子砲丸投 F34 表彰式 ／
男子砲丸投 F36 表彰式 ／
男子走幅跳 T47 表彰式

3,600 2,800 2,000

2



A B C D E

セッション情報×チケット価格一覧

終了時間 種目
チケット価格

競技（種目等） 会場 日程 開始時間

別添2

陸上競技（トラック＆フィールド） オリンピックスタジアム 2020-09-01 19:00 22:00

男子砲丸投 F32 決勝 ／
男子走高跳 T63 決勝 ／
男子400m T20 決勝 ／
男子400m T38 決勝 ／
女子走幅跳 T38 決勝 ／
女子200m T64 決勝 ／
女子100m T11 決勝 ／
女子100m T13 決勝 ／
女子100m T47 決勝 ／
男子400m T12 予選 ／
男子400m T20 表彰式 ／
男子400m T38 表彰式 ／
女子やり投 F56 表彰式 ／
女子200m T64 表彰式 ／
女子100m T11 表彰式 ／
男子砲丸投 F20 決勝 ／
女子400m T20 決勝 ／
女子400m T37 決勝 ／
女子100m T13 表彰式 ／
女子100m T47 表彰式 ／
女子1500m T54 決勝 ／
女子400m T20 表彰式 ／
女子走幅跳 T38 表彰式 ／
女子1500m T54 表彰式

6,500 4,000 2,800

陸上競技（トラック＆フィールド） オリンピックスタジアム 2020-09-02 09:30 13:00

男子砲丸投 F20 表彰式 ／
男子砲丸投 F32 表彰式 ／
男子やり投 F34 決勝 ／
男子100m T11 予選 ／
女子円盤投 F41 決勝 ／
男子400m T37 決勝 ／
男子砲丸投 F46 決勝 ／
男子400m T12 準決勝 ／
男子走幅跳 T38 決勝 ／
男子100m T53 予選 ／
女子100m T53 予選 ／
女子100m T36 予選 ／
男子走高跳 T63 表彰式 ／
女子400m T37 表彰式 ／
男子400m T37 表彰式 ／
男子100m T54 予選 ／
女子100m T54 予選 ／
男子砲丸投 F46 表彰式 ／
女子円盤投 F41 表彰式 ／
男子やり投 F34 表彰式 ／
男子走幅跳 T38 表彰式

3,600 2,800 2,000

陸上競技（トラック＆フィールド） オリンピックスタジアム 2020-09-02 19:00 22:00

女子砲丸投 F32 決勝 ／
女子砲丸投 F36 決勝 ／
女子100m T12 予選 ／
男子こん棒投 F51 決勝 ／
女子100m T36 決勝 ／
男子100m T53 決勝 ／
男子100m T54 決勝 ／
男子400m T13 予選 ／
男子走幅跳 T64 決勝 ／
女子100m T53 決勝 ／
女子100m T54 決勝 ／
女子100m T36 表彰式 ／
女子砲丸投 F36 表彰式 ／
男子100m T11 準決勝 ／
男子100m T53 表彰式 ／
男子100m T54 表彰式 ／
女子100m T37 予選 ／
女子100m T53 表彰式 ／
女子100m T54 表彰式 ／
女子砲丸投 F32 表彰式 ／
男子走幅跳 T64 表彰式

6,500 4,000 2,800

陸上競技（トラック＆フィールド） オリンピックスタジアム 2020-09-03 09:30 13:00

女子砲丸投 F57 決勝 ／
男子走幅跳 T37 決勝 ／
女子200m T11 予選 ／
女子砲丸投 F35 決勝 ／
女子100m T37 決勝 ／
女子100m T12 準決勝 ／
男子400m T12 決勝 ／
男子400m T13 決勝 ／
男子円盤投 F11 決勝 ／
男子800m T53 予選 ／
男子こん棒投 F51 表彰式 ／
女子100m T37 表彰式 ／
男子800m T54 予選 ／
男子400m T12 表彰式 ／
男子400m T13 表彰式 ／
女子400m T53 予選 ／
女子砲丸投 F35 表彰式 ／
男子走幅跳 T37 表彰式 ／
女子400m T54 予選 ／
男子円盤投 F11 表彰式

3,600 2,800 2,000

陸上競技（トラック＆フィールド） オリンピックスタジアム 2020-09-03 19:00 22:00

女子砲丸投 F33 決勝 ／
男子円盤投 F64 決勝 ／
男子100m T11 決勝 ／
女子100m T12 決勝 ／
男子100m T52 予選 ／
男子やり投 F13 決勝 ／
女子400m T53 決勝 ／
女子400m T54 決勝 ／
男子400m T62 予選 ／
女子走幅跳 T63 決勝 ／
男子砲丸投 F35 決勝 ／
男子800m T53 決勝 ／
女子砲丸投 F57 表彰式 ／
男子100m T11 表彰式 ／
女子100m T12 表彰式 ／
男子800m T54 決勝 ／
女子400m T53 表彰式 ／
女子400m T54 表彰式 ／
女子100m T64 予選 ／
男子円盤投 F64 表彰式 ／
男子砲丸投 F35 表彰式 ／
男子やり投 F13 表彰式 ／
男子800m T53 表彰式 ／
男子800m T54 表彰式 ／
女子走幅跳 T63 表彰式

6,500 4,000 2,800

陸上競技（トラック＆フィールド） オリンピックスタジアム 2020-09-04 09:30 13:00

女子走幅跳 T47 決勝 ／
男子円盤投 F37 決勝 ／
女子200m T11 準決勝 ／
女子砲丸投 F12 決勝 ／
男子やり投 F54 決勝 ／
男子1500m T20 決勝 ／
女子1500m T20 決勝 ／
男子400m T47 予選 ／
男子走高跳 T64 決勝 ／
男子100m T52 決勝 ／
男子200m T35 予選 ／
女子砲丸投 F33 表彰式 ／
男子1500m T20 表彰式 ／
女子1500m T20 表彰式 ／
男子800m T34 予選 ／
男子100m T52 表彰式 ／
男子円盤投 F37 表彰式 ／
4x100mユニバーサルリレー 予選 ／
男子やり投 F54 表彰式 ／
女子砲丸投 F12 表彰式 ／
女子走幅跳 T47 表彰式 ／
男子走高跳 T64 表彰式

3,600 2,800 2,000

3



A B C D E

セッション情報×チケット価格一覧

終了時間 種目
チケット価格

競技（種目等） 会場 日程 開始時間

別添2

陸上競技（トラック＆フィールド） オリンピックスタジアム 2020-09-04 19:00 22:00

男子砲丸投 F57 決勝 ／
女子こん棒投 F51 決勝 ／
女子100m T64 決勝 ／
男子400m T62 決勝 ／
男子200m T61 決勝 ／
女子走幅跳 T20 決勝 ／
女子200m T12 予選 ／
女子やり投 F46 決勝 ／
男子200m T37 予選 ／
女子100m T52 決勝 ／
男子100m T51 決勝 ／
女子100m T64 表彰式 ／
男子200m T61 表彰式 ／
男子400m T62 表彰式 ／
男子1500m T38 予選 ／
女子100m T52 表彰式 ／
男子100m T51 表彰式 ／
4x100mユニバーサルリレー決勝 ／
女子走幅跳 T20 表彰式 ／
女子やり投 F46 表彰式 ／
女子こん棒投 F51 表彰式 ／
4x100mユニバーサルリレー表彰式

6,500 4,000 2,800

陸上競技（トラック＆フィールド） オリンピックスタジアム 2020-09-05 09:30 13:00

女子やり投 F54 決勝 ／
男子砲丸投 F34 決勝 ／
女子800m T34 決勝 ／
男子800m T34 決勝 ／
男子走幅跳 T13 決勝 ／
女子400m T13 決勝 ／
男子200m T35 決勝 ／
男子200m T37 決勝 ／
女子砲丸投 F40 決勝 ／
女子100m T63 予選 ／
男子砲丸投 F57 表彰式 ／
女子800m T34 表彰式 ／
男子800m T34 表彰式 ／
男子100m T36 決勝 ／
女子400m T13 表彰式 ／
男子200m T35 表彰式 ／
男子200m T37 表彰式 ／
男子200m T64 予選 ／
女子200m T47 予選 ／
男子走幅跳 T13 表彰式 ／
男子100m T36 表彰式 ／
女子砲丸投 F40 表彰式 ／
女子やり投 F54 表彰式 ／
男子砲丸投 F34 表彰式

3,600 2,800 2,000

陸上競技（トラック＆フィールド） オリンピックスタジアム 2020-09-05 19:00 22:00

男子砲丸投 F33 決勝 ／
男子走幅跳 T20 決勝 ／
男子1500m T38 決勝 ／
女子円盤投 F38 決勝 ／
女子200m T11 決勝 ／
女子200m T12 決勝 ／
男子砲丸投 F63 決勝 ／
女子200m T47 決勝 ／
男子やり投 F41 決勝 ／
男子200m T64 決勝 ／
男子1500m T38 表彰式 ／
女子200m T11 表彰式 ／
女子200m T12 表彰式 ／
女子100m T63 決勝 ／
男子400m T47 決勝 ／
男子200m T64 表彰式 ／
女子400m T38 決勝 ／
男子400m T47 表彰式 ／
女子円盤投 F38 表彰式 ／
男子走幅跳 T20 表彰式 ／
女子100m T63 表彰式
男子砲丸投 F63 表彰式 ／
男子砲丸投 F33 表彰式 ／
女子400m T38 表彰式 ／
女子200m T47 表彰式 ／
男子やり投 F41 表彰式

6,500 4,000 2,800

陸上競技（マラソン） オリンピックスタジアム 2020-09-06 06:30 11:00

男子マラソン T54 ／
女子マラソン T54 ／
男子マラソン T46 ／
男子マラソン T12 ／
女子マラソン T12 ／
男子マラソン T54 表彰式 ／
女子マラソン T54 表彰式 ／
男子マラソン T46 表彰式 ／
男子マラソン T12 表彰式 ／
女子マラソン T12 表彰式

3,200 2,000

バドミントン 国立代々木競技場 2020-09-02 18:00 22:00

混合ダブルス SL3-SU5 予選ラウンド ／
女子シングルス WH1 予選ラウンド ／
女子シングルス SU5 予選ラウンド ／
男子シングルス SL3 予選ラウンド ／
女子シングルス WH2 予選ラウンド ／
男子シングルス SU5 予選ラウンド ／
男子シングルス WH1 予選ラウンド

2,400 1,600

バドミントン 国立代々木競技場 2020-09-03 09:00 21:00

女子ダブルス SL3-SU5 予選ラウンド ／
女子ダブルス WH1-WH2 予選ラウンド ／
男子シングルス SL4 予選ラウンド ／
男子シングルス WH2 予選ラウンド ／
女子シングルス WH1 予選ラウンド ／
女子シングルス SL4 予選ラウンド ／
男子ダブルス WH1-WH2 予選ラウンド ／
男子シングルス SS6 予選ラウンド ／
女子シングルス WH2 予選ラウンド ／
女子シングルス SU5 予選ラウンド ／
男子シングルス WH1 予選ラウンド ／
男子シングルス SU5 予選ラウンド ／
男子シングルス SL3 予選ラウンド ／
混合ダブルス SL3-SU5 予選ラウンド

2,400 1,600

バドミントン 国立代々木競技場 2020-09-04 09:00 21:00

女子ダブルス SL3-SU5 予選ラウンド ／
男子ダブルス WH1-WH2 予選ラウンド ／
男子シングルス SL4 予選ラウンド ／
女子シングルス WH2 予選ラウンド ／
男子シングルス SL3 予選ラウンド ／
混合ダブルス SL3-SU5 予選ラウンド ／
男子シングルス WH1 予選ラウンド ／
男子シングルス SU5 予選ラウンド ／
男子シングルス WH2 予選ラウンド ／
女子シングルス SU5 予選ラウンド ／
女子ダブルス WH1-WH2 予選ラウンド ／
男子シングルス SS6 予選ラウンド ／
女子ダブルス SL3-SU5 予選ラウンド ／
女子シングルス WH1 準々決勝 ／
女子シングルス SL4 予選ラウンド ／
男子シングルス WH1 準々決勝 ／
女子シングルス SU5 準々決勝

2,400 1,600

4



A B C D E

セッション情報×チケット価格一覧
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チケット価格

競技（種目等） 会場 日程 開始時間

別添2

バドミントン 国立代々木競技場 2020-09-05 09:00 21:00

女子ダブルス SL3-SU5 準決勝 ／
男子シングルス WH1 準決勝 ／
男子シングルス SL3 準決勝 ／
女子シングルス WH1 準決勝 ／
男子シングルス SU5 準決勝 ／
女子シングルス WH2 準決勝 ／
女子シングルス SU5 準決勝 ／
男子シングルス WH2 準決勝 ／
男子シングルス SL4 準決勝 ／
女子シングルス SL4 準決勝 ／
女子ダブルス WH1-WH2 準決勝 ／
男子シングルス SS6 準決勝 ／
男子ダブルス WH1-WH2 準決勝 ／
混合ダブルス SL3-SU5 準決勝 ／
男子シングルス SU5 3位決定戦・決勝戦 ／
男子シングルス WH1 3位決定戦・決勝戦 ／
女子シングルス SU5 3位決定戦・決勝戦 ／
女子シングルス WH1 3位決定戦・決勝戦 ／
男子シングルス SU5 表彰式 ／
男子シングルス WH1 表彰式 ／
女子シングルス SU5 表彰式 ／
女子シングルス WH1 表彰式 ／
男子シングルス SL3 3位決定戦・決勝戦 ／
女子シングルス WH2 3位決定戦・決勝戦 ／
女子ダブルス SL3-SU5 3位決定戦・決勝戦 ／
男子シングルス SL3 表彰式 ／
女子シングルス WH2 表彰式 ／
女子ダブルス SL3-SU5 表彰式

3,200 2,000

バドミントン 国立代々木競技場 2020-09-06 09:00 14:00

女子シングルス SL4 3位決定戦・決勝戦 ／
男子シングルス WH2 3位決定戦・決勝戦 ／
男子シングルス SL4 3位決定戦・決勝戦 ／
女子ダブルス WH1-WH2 3位決定戦・決勝戦 ／
女子シングルス SL4 表彰式 ／
男子シングルス WH2 表彰式 ／
男子シングルス SL4 表彰式 ／
女子ダブルス WH1-WH2 表彰式 ／
男子シングルス SS6 3位決定戦・決勝戦 ／
男子ダブルス WH1-WH2 3位決定戦・決勝戦 ／
混合ダブルス SL3-SU5 3位決定戦・決勝戦 ／
男子シングルス SS6 表彰式 ／
男子ダブルス WH1-WH2 表彰式 ／
混合ダブルス SL3-SU5 表彰式

3,200 2,000

ボッチャ 有明体操競技場 2020-08-29 09:30 14:20

個人 BC4 予選（6試合） ／
個人 BC1 予選（6試合） ／
個人 BC3 予選（6試合） ／
個人 BC2 予選（6試合）

1,800 1,200

ボッチャ 有明体操競技場 2020-08-29 16:00 20:50

個人 BC4 予選（6試合） ／
個人 BC1 予選（6試合） ／
個人 BC3 予選（6試合） ／
個人 BC2 予選（6試合）

1,800 1,200

ボッチャ 有明体操競技場 2020-08-30 09:30 14:20

個人 BC4 予選（6試合） ／
個人 BC1 予選（6試合） ／
個人 BC3 予選（6試合） ／
個人 BC2 予選（6試合）

1,800 1,200

ボッチャ 有明体操競技場 2020-08-30 16:00 20:50

個人 BC4 予選（6試合） ／
個人 BC1 予選（6試合） ／
個人 BC3 予選（6試合） ／
個人 BC2 予選（6試合）

1,800 1,200

ボッチャ 有明体操競技場 2020-08-31 09:30 14:20

個人 BC4 予選（6試合） ／
個人 BC1 予選（6試合） ／
個人 BC3 予選（6試合） ／
個人 BC2 予選（6試合）

1,800 1,200

ボッチャ 有明体操競技場 2020-08-31 16:00 20:50

個人 BC4 予選（6試合） ／
個人 BC1 予選（6試合） ／
個人 BC3 予選（6試合） ／
個人 BC2 予選（6試合）

1,800 1,200

ボッチャ 有明体操競技場 2020-09-01 09:30 14:20

個人 BC1 予選（4試合） ／
個人 BC2 準々決勝（4試合） ／
個人 BC3 準々決勝（4試合） ／
個人 BC4 準々決勝（4試合）

2,400 1,600

ボッチャ 有明体操競技場 2020-09-01 16:00 19:45

個人 BC1 準々決勝（4試合） ／
個人 BC2 準決勝（2試合） ／
個人 BC3 準決勝（2試合） ／
個人 BC1 準決勝（2試合） ／
個人 BC4 準決勝（2試合）

2,400 1,600

ボッチャ 有明体操競技場 2020-09-02 09:30 13:25

個人 BC2 3位決定戦 ／
個人 BC4 3位決定戦 ／
個人 BC1 3位決定戦 ／
個人 BC3 3位決定戦 ／
個人 BC4 決勝 ／
個人 BC4 表彰式

3,200 2,000

ボッチャ 有明体操競技場 2020-09-02 15:05 19:25

個人 BC3 決勝 ／
個人 BC3 表彰式 ／
個人 BC1 決勝 ／
個人 BC1 表彰式 ／
個人 BC2 決勝 ／
個人 BC2 表彰式

3,200 2,000

ボッチャ 有明体操競技場 2020-09-03 09:30 12:45
チームBC1/BC2 予選（4試合） ／
ペア BC4 予選（4試合） ／
ペア BC3 予選（4試合）

1,800 1,200

ボッチャ 有明体操競技場 2020-09-03 14:25 19:25
チームBC1/BC2 予選（8試合） ／
ペア BC4 予選（6試合） ／
ペア BC3 予選（4試合）

1,800 1,200

ボッチャ 有明体操競技場 2020-09-04 09:30 12:45
ペア BC3 予選（4試合） ／
ペア BC4 予選（4試合） ／
チーム BC1/BC2 予選（4試合）

1,800 1,200

ボッチャ 有明体操競技場 2020-09-04 14:25 19:25
ペア BC3 予選（8試合） ／
ペア BC4 予選（6試合） ／
チーム BC1/BC2 予選（4試合）

1,800 1,200

ボッチャ 有明体操競技場 2020-09-05 09:30 13:30

ペア BC3 準決勝（2試合） ／
ペア BC4 準決勝（2試合） ／
チーム BC1/BC2 準決勝（2試合） ／
ペア BC4 3位決定戦 ／
チーム BC1/BC2 3位決定戦 ／
ペア BC3 3位決定戦

2,400 1,600

ボッチャ 有明体操競技場 2020-09-05 15:10 20:40

ペア BC4 決勝 ／
ペア BC4 表彰式 ／
ペア BC3 決勝 ／
ペア BC3 表彰式 ／
チーム BC1/BC2 決勝 ／
チーム BC1/BC2 表彰式

3,200 2,000

カヌー 海の森水上競技場 2020-09-03 09:30 11:40

男子 KL1 予選（2試合） ／
女子 VL2 予選（2試合） ／
男子 KL2 予選（2試合） ／
男子 KL3 予選（2試合） ／
女子 KL1 予選（2試合） ／
女子 KL2 予選（2試合） ／
男子 VL2 予選（2試合） ／
女子 KL3 予選（2試合） ／
男子 VL3 予選（2試合）

1,600 1,200 900

カヌー 海の森水上競技場 2020-09-04 09:30 12:10

男子 KL1 準決勝（2試合） ／
女子 VL2 準決勝 ／
男子 KL2 準決勝（2試合） ／
男子 KL3 準決勝（2試合） ／
男子 KL1 決勝（2試合） ／
女子 VL2 決勝 ／
男子 KL2 決勝（2試合） ／
男子 KL1 表彰式 ／
男子 KL3 決勝 ／
女子 VL2 表彰式 ／
男子 KL2 表彰式 ／
男子 KL3 表彰式

2,000 1,400 1,200

5
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別添2

カヌー 海の森水上競技場 2020-09-05 09:30 12:30

女子 KL1 準決勝（2試合） ／
女子 KL2 準決勝（2試合） ／
男子 VL2 準決勝（2試合） ／
女子 KL3 準決勝 ／
男子 VL3 準決勝（2試合） ／
女子 KL1 決勝 ／
女子 KL2 決勝（2試合） ／
男子 VL2 決勝 ／
女子 KL1 表彰式 ／
女子 KL3 決勝 ／
女子 KL2 表彰式 ／
男子 VL3 決勝 ／
男子 VL2 表彰式 ／
女子 KL3 表彰式 ／
男子 VL3 表彰式

2,000 1,400 1,200

自転車競技（トラック） 伊豆ベロドローム 2020-08-26 10:00 15:25

女子 C1-2-3 3000mパシュート予選 ／
女子 C4 3000mパシュート予選 ／
女子 C5 3000mパシュート予選 ／
男子 B 4000mパシュート予選 ／
女子 C1-2-3 3000mパシュート決勝 ／
女子 C4 3000mパシュート決勝 ／
女子 C1-2-3 3000mパシュート表彰式 ／
女子 C5 3000mパシュート決勝 ／
女子 C4 3000mパシュート表彰式 ／
男子 B 4000mパシュート決勝 ／
女子 C5 3000mパシュート表彰式 ／
男子 B 4000mパシュート表彰式

3,200 2,000

自転車競技（トラック） 伊豆ベロドローム 2020-08-27 10:00 16:40

女子 B 1000mタイムトライアル ／
男子 C1 3000mパシュート予選 ／
女子 B 1000mタイムトライアル表彰式 ／
男子 C2 3000mパシュート予選 ／
男子 C3 3000mパシュート予選 ／
男子 C4-5 1000mタイムトライアル ／
男子 C1 3000mパシュート決勝 ／
男子 C4-5 1000mタイムトライアル表彰式 ／
男子 C2 3000mパシュート決勝 ／
男子 C1 3000mパシュート表彰式 ／
男子 C3 3000mパシュート決勝 ／
男子 C2 3000mパシュート表彰式 ／
男子 C3 3000mパシュート表彰式

3,200 2,000

自転車競技（トラック） 伊豆ベロドローム 2020-08-28 10:00 16:30

女子 C1-2-3 500mタイムトライアル ／
男子 C4 4000mパシュート予選 ／
女子 C1-2-3 500mタイムトライアル表彰式 ／
男子 C5 4000mパシュート予選 ／
男子 C1-2-3 1000mタイムトライアル ／
女子 C4-5 500mタイムトライアル ／
男子 C1-2-3 1000mタイムトライアル表彰式 ／
男子 C4 4000mパシュート決勝 ／
女子 C4-5 500mタイムトライアル表彰式 ／
男子 C5 4000mパシュート決勝 ／
男子 C4 4000mパシュート表彰式 ／
男子 C5 4000mパシュート表彰式

3,200 2,000

自転車競技（トラック） 伊豆ベロドローム 2020-08-29 10:00 13:15

女子 B 3000mパシュート予選 ／
混合 C1-5 750mチームスプリント予選 ／
男子 B 1000mタイムトライアル ／
女子 B 3000mパシュート決勝 ／
男子 B 1000mタイムトライアル表彰式 ／
混合 C1-5 750mチームスプリント決勝 ／
女子 B 3000mパシュート表彰式 ／
混合 C1-5 750mチームスプリント表彰式

3,200 2,000

自転車競技（ロード） 富士スピードウェイ 2020-09-02 09:30 17:05

男子ロードレース H5 ／
男子ロードレース H2 ／
男子ロードレース H5 表彰式 ／
男子ロードレース H2 表彰式 ／
女子ロードレース H5 ／
女子ロードレース H1-2-3-4 ／
男子ロードレース H4 ／
男子ロードレース H3 ／
女子ロードレース H5 表彰式 ／
女子ロードレース H1-2-3-4 表彰式 ／
男子ロードレース H4 表彰式 ／
男子ロードレース H3 表彰式

2,000 1,400

自転車競技（ロード） 富士スピードウェイ 2020-09-03 09:30 16:45

女子ロードレース C4-5 ／
男子ロードレース C1-2-3 ／
女子ロードレース C4-5 表彰式 ／
男子ロードレース C1-2-3 表彰式 ／
男子ロードレース T1-2 ／
女子ロードレース T1-2 ／
男子ロードレース T1-2 表彰式 ／
女子ロードレース T1-2 表彰式 ／
混合チームリレー H1-5 ／
混合チームリレー H1-5 表彰式

2,000 1,400

自転車競技（ロード） 富士スピードウェイ 2020-09-04 09:30 17:00

男子ロードレース C4-5 ／
女子ロードレース C1-2-3 ／
男子ロードレース C4-5 表彰式 ／
女子ロードレース C1-2-3 表彰式 ／
女子ロードレース B ／
男子ロードレース B ／
女子ロードレース B 表彰式 ／
男子ロードレース B 表彰式

2,000 1,400

馬術 馬事公苑 2020-08-27 15:00 22:30

個人 - グレード II ／
個人 - グレード IV ／
個人 - グレード V ／
個人 - グレード II・IV・V 表彰式

2,000 1,400

馬術 馬事公苑 2020-08-28 15:00 22:20
個人 - グレード I ／
個人 - グレード III ／
個人 - グレード I・III 表彰式

2,000 1,400

馬術 馬事公苑 2020-08-29 17:00 21:50 団体 2,000 1,400

馬術 馬事公苑 2020-08-30 18:00 20:35 団体 ／
団体表彰式

2,000 1,400

17:15

男子タイムトライアル C2 ／
女子タイムトライアル C5 ／
女子タイムトライアル C4 ／
男子タイムトライアル C1 ／
女子タイムトライアル C1-2-3 ／
男子タイムトライアル H5 ／
男子タイムトライアル H4 ／
男子タイムトライアル H3 ／
女子タイムトライアル H4-5 ／
男子タイムトライアル H2 ／
男子タイムトライアル H1 ／
女子タイムトライアル H1-2-3 ／
男子タイムトライアル C2 表彰式 ／
女子タイムトライアル C5 表彰式 ／
女子タイムトライアル C4 表彰式 ／
男子タイムトライアル C1 表彰式 ／
女子タイムトライアル C1-2-3 表彰式 ／
男子タイムトライアル H5 表彰式 ／
男子タイムトライアル H4 表彰式 ／
男子タイムトライアル H3 表彰式 ／
女子タイムトライアル H4-5 表彰式 ／
男子タイムトライアル H2 表彰式 ／
男子タイムトライアル H1 表彰式 ／
女子タイムトライアル H1-2-3 表彰式 ／
男子タイムトライアル B ／
男子タイムトライアル C5 ／
男子タイムトライアル C4 ／
男子タイムトライアル C3 ／
女子タイムトライアル B ／
男子タイムトライアル T1-2 ／
女子タイムトライアル T1-2 ／
男子タイムトライアル B 表彰式 ／
男子タイムトライアル C5 表彰式 ／
男子タイムトライアル C4 表彰式 ／
男子タイムトライアル C3 表彰式 ／
女子タイムトライアル B 表彰式 ／
男子タイムトライアル T1-2 表彰式 ／
女子タイムトライアル T1-2 表彰式

2,000 1,400自転車競技（ロード） 富士スピードウェイ 2020-09-01 08:00
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馬術 馬事公苑 2020-08-31 15:30 22:35

フリースタイル - グレードIV ／
フリースタイル - グレードV ／
フリースタイル - グレードIV・V表彰式 ／
フリースタイル - グレードIII ／
フリースタイル - グレードII ／
フリースタイル - グレードI ／
フリースタイル - グレードIII・II・I表彰式

2,000 1,400

5人制サッカー 青海アーバンスポーツパーク 2020-08-30 09:00 13:00 男子予選（2試合） 2,800 1,800

5人制サッカー 青海アーバンスポーツパーク 2020-08-30 16:30 18:00 男子予選 2,800 1,800

5人制サッカー 青海アーバンスポーツパーク 2020-08-30 19:30 21:00 男子予選 2,800 1,800

5人制サッカー 青海アーバンスポーツパーク 2020-08-31 09:00 13:00 男子予選（2試合） 2,800 1,800

5人制サッカー 青海アーバンスポーツパーク 2020-08-31 16:30 18:00 男子予選 2,800 1,800

5人制サッカー 青海アーバンスポーツパーク 2020-08-31 19:30 21:00 男子予選 2,800 1,800

5人制サッカー 青海アーバンスポーツパーク 2020-09-01 09:00 13:00 男子予選（2試合） 2,800 1,800

5人制サッカー 青海アーバンスポーツパーク 2020-09-01 16:30 18:00 男子予選 2,800 1,800

5人制サッカー 青海アーバンスポーツパーク 2020-09-01 19:30 21:00 男子予選 2,800 1,800

5人制サッカー 青海アーバンスポーツパーク 2020-09-03 09:00 13:00 男子7-8位決定戦 ／
男子5-6位決定戦

3,600 2,400

5人制サッカー 青海アーバンスポーツパーク 2020-09-03 16:30 18:00 男子準決勝 - 1組 3,600 2,400

5人制サッカー 青海アーバンスポーツパーク 2020-09-03 19:30 21:00 男子準決勝 - 2組 3,600 2,400

5人制サッカー 青海アーバンスポーツパーク 2020-09-05 11:30 13:00 男子3位決定戦 3,600 2,400

5人制サッカー 青海アーバンスポーツパーク 2020-09-05 17:30 19:35 男子決勝 ／
男子表彰式

5,000 3,200

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2020-08-26 09:00 11:45 男子予選 ／
女子予選

1,800 900

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2020-08-26 13:15 16:00 男子予選 ／
女子予選

1,800 900

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2020-08-26 17:30 21:45 男子予選 ／
女子予選 （2試合）

1,800 900

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2020-08-27 09:00 11:45 男子予選 ／
女子予選

1,800 900

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2020-08-27 13:15 16:00 男子予選 ／
女子予選

1,800 900

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2020-08-27 17:30 21:45 男子予選 （2試合） ／
女子予選

1,800 900

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2020-08-28 09:00 11:45 男子予選 ／
女子予選

1,800 900

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2020-08-28 13:15 16:00 男子予選 ／
女子予選

1,800 900

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2020-08-28 17:30 21:45 男子予選 （2試合） ／
女子予選

1,800 900

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2020-08-29 09:00 11:45 女子予選 ／
男子予選

1,800 900

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2020-08-29 13:15 16:00 女子予選 ／
男子予選

1,800 900

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2020-08-29 17:30 21:45 女子予選 （2試合） ／
男子予選

1,800 900

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2020-08-30 09:00 11:45 男子予選 ／
女子予選

1,800 900

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2020-08-30 13:15 16:00 男子予選 ／
女子予選

1,800 900

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2020-08-30 17:30 20:15 男子予選 ／
女子予選

1,800 900

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2020-08-31 09:00 11:45 男子予選 ／
女子予選

1,800 900

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2020-08-31 13:15 16:00 男子予選 ／
女子予選

1,800 900

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2020-08-31 17:30 20:15 男子予選 ／
女子予選

1,800 900

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2020-09-01 13:15 16:15 男子準々決勝 （2試合） 2,400 1,600

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2020-09-01 17:45 20:45 男子準々決勝 （2試合） 2,400 1,600

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2020-09-02 13:15 16:15 女子準々決勝 （2試合） 2,400 1,600

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2020-09-02 17:45 20:45 女子準々決勝 （2試合） 2,400 1,600

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2020-09-03 13:15 16:15 男子準決勝 ／
女子準決勝

2,400 1,600

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2020-09-03 17:45 20:45 男子準決勝 ／
女子準決勝

2,400 1,600

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2020-09-04 13:15 16:15 女子3位決定戦 ／
男子3位決定戦

2,400 1,600

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2020-09-04 17:45 21:55

女子決勝 ／
男子決勝 ／
女子表彰式 ／
男子表彰式

2,800 1,800

柔道 日本武道館 2020-08-28 10:30 13:30

女子48kg級予選 ／
女子48kg級準々決勝 ／
女子48kg級敗者復活戦 ／
女子48kg級準決勝 ／
男子60kg級予選 ／
男子60kg級準々決勝 ／
男子60kg級敗者復活戦 ／
男子60kg級準決勝 ／
女子52kg級予選 ／
女子52kg級準々決勝 ／
女子52kg級敗者復活戦 ／
女子52kg級準決勝 ／
男子66kg級予選 ／
男子66kg級準々決勝 ／
男子66kg級敗者復活戦 ／
男子66kg級準決勝

3,600 2,000

柔道 日本武道館 2020-08-28 16:00 18:30

女子48kg級3位決定戦A ／
女子48kg級3位決定戦B ／
女子48kg級決勝 ／
男子60kg級3位決定戦A ／
男子60kg級3位決定戦B ／
男子60kg級決勝 ／
女子48kg級表彰式 ／
女子52kg級3位決定戦A ／
女子52kg級3位決定戦B ／
女子52kg級決勝 ／
男子60kg級表彰式 ／
男子66kg級3位決定戦A ／
男子66kg級3位決定戦B ／
男子66kg級決勝 ／
女子52kg級表彰式 ／
男子66kg級表彰式

5,000 3,200

柔道 日本武道館 2020-08-29 10:30 13:30

女子57kg級予選 ／
女子57kg級準々決勝 ／
女子57kg級敗者復活戦 ／
女子57kg級準決勝 ／
男子73kg級予選 ／
男子73kg級準々決勝 ／
男子73kg級敗者復活戦 ／
男子73kg級準決勝 ／
女子63kg級予選 ／
女子63kg級準々決勝 ／
女子63kg級敗者復活戦 ／
女子63kg級準決勝 ／
男子81kg級予選 ／
男子81kg級準々決勝 ／
男子81kg級敗者復活戦 ／
男子81kg級準決勝

3,600 2,000

柔道 日本武道館 2020-08-29 16:00 18:30

女子57kg級3位決定戦A ／
女子57kg級3位決定戦B ／
女子57kg級決勝 ／
男子73kg級3位決定戦A ／
男子73kg級3位決定戦B ／
男子73kg級決勝 ／
女子57kg級表彰式 ／
女子63kg級3位決定戦A ／
女子63kg級3位決定戦B ／
女子63kg級決勝 ／
男子73kg級表彰式 ／
男子81kg級3位決定戦A ／
男子81kg級3位決定戦B ／
男子81kg級決勝 ／
女子63kg級表彰式 ／
男子81kg級表彰式

5,000 3,200
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柔道 日本武道館 2020-08-30 10:30 14:00

女子70kg級予選 ／
女子70kg級準々決勝 ／
女子70kg級敗者復活戦 ／
女子70kg級準決勝 ／
男子90kg級予選 ／
男子90kg級準々決勝 ／
男子90kg級敗者復活戦 ／
男子90kg級準決勝 ／
女子70kg超級予選 ／
女子70kg超級準々決勝 ／
女子70kg超級敗者復活戦 ／
女子70kg超級準決勝 ／
男子100kg級予選 ／
男子100kg級準々決勝 ／
男子100kg級敗者復活戦 ／
男子100kg級準決勝 ／
男子100kg超級予選 ／
男子100kg超級準々決勝 ／
男子100kg超級敗者復活戦 ／
男子100kg超級準決勝

3,600 2,000

柔道 日本武道館 2020-08-30 16:30 19:40

女子70kg級3位決定戦A ／
女子70kg級3位決定戦B ／
女子70kg級決勝 ／
男子90kg級3位決定戦A ／
男子90kg級3位決定戦B ／
男子90kg級決勝 ／
女子70kg級表彰式 ／
女子70kg超級3位決定戦A ／
女子70kg超級3位決定戦B ／
女子70kg超級決勝 ／
男子90kg級表彰式 ／
男子100kg級3位決定戦A ／
男子100kg級3位決定戦B ／
男子100kg級決勝 ／
女子70kg超級表彰式 ／
男子100kg超級3位決定戦A ／
男子100kg超級3位決定戦B ／
男子100kg超級決勝 ／
男子100kg級表彰式 ／
男子100kg超級表彰式

5,000 3,200

パワーリフティング 東京国際フォーラム 2020-08-27 11:00 14:30

男子49kg級決勝 ／
男子49kg級表彰式 ／
女子41kg級決勝 ／
女子41kg級表彰式

2,000 1,400

パワーリフティング 東京国際フォーラム 2020-08-27 16:30 20:00

女子45kg級決勝 ／
女子45kg級表彰式 ／
男子54kg級決勝 ／
男子54kg級表彰式

2,000 1,400

パワーリフティング 東京国際フォーラム 2020-08-28 11:00 14:30

男子59kg級決勝 ／
男子59kg級表彰式 ／
女子50kg級決勝 ／
女子50kg級表彰式

2,000 1,400

パワーリフティング 東京国際フォーラム 2020-08-28 16:30 20:00

女子55kg級決勝 ／
女子55kg級表彰式 ／
男子65kg級決勝 ／
男子65kg級表彰式

2,000 1,400

パワーリフティング 東京国際フォーラム 2020-08-29 11:00 14:30

男子72kg級決勝 ／
男子72kg級表彰式 ／
女子61kg級決勝 ／
女子61kg級表彰式

2,000 1,400

パワーリフティング 東京国際フォーラム 2020-08-29 16:30 20:00

女子67kg級決勝 ／
女子67kg級表彰式 ／
男子80kg級決勝 ／
男子80kg級表彰式

2,000 1,400

パワーリフティング 東京国際フォーラム 2020-08-30 11:00 14:30

男子88kg級決勝 ／
男子88kg級表彰式 ／
女子73kg級決勝 ／
女子73kg級表彰式

2,000 1,400

パワーリフティング 東京国際フォーラム 2020-08-30 16:30 20:00

女子79kg級決勝 ／
女子79kg級表彰式 ／
男子97kg級決勝 ／
男子97kg級表彰式

2,000 1,400

パワーリフティング 東京国際フォーラム 2020-08-31 11:00 14:30

男子107kg級決勝 ／
男子107kg級表彰式 ／
女子86kg級決勝 ／
女子86kg級表彰式

2,000 1,400

パワーリフティング 東京国際フォーラム 2020-08-31 16:30 20:00

女子86kg超級決勝 ／
女子86kg超級表彰式 ／
男子107kg超級決勝 ／
男子107kg超級表彰式

2,000 1,400

ボート 海の森水上競技場 2020-08-28 09:30 12:10

女子 PR1 シングルスカル予選 ／
男子 PR1 シングルスカル予選 ／
混合 PR2 ダブルスカル予選 ／
混合 PR3 舵手つきフォア予選

1,800 1,200 900

ボート 海の森水上競技場 2020-08-29 09:30 12:10

女子 PR1 シングルスカル敗者復活戦 ／
男子 PR1 シングルスカル敗者復活戦 ／
混合 PR2 ダブルスカル敗者復活戦 ／
混合 PR3 舵手つきフォア敗者復活戦

1,800 1,200 900

ボート 海の森水上競技場 2020-08-30 09:30 12:20

女子 PR1 シングルスカル決勝 ／
男子 PR1 シングルスカル決勝 ／
混合 PR2 ダブルスカル決勝 ／
混合 PR3 舵手つきフォア決勝 ／
女子 PR1 シングルスカル表彰式 ／
男子 PR1 シングルスカル表彰式 ／
混合 PR2 ダブルスカル表彰式 ／
混合 PR3 舵手つきフォア表彰式

2,400 1,600 1,400

射撃 陸上自衛隊朝霞訓練場 2020-08-31 08:30 16:45

女子 R2 10mエアライフル立射 SH1 本選 ／
女子 R2 10mエアライフル立射 SH1 ファイナル ／
女子 R2 10mエアライフル立射 SH1 表彰式 ／
男子 R1 10mエアライフル立射 SH1 本選 ／
男子 R1 10mエアライフル立射 SH1 ファイナル ／
男子 R1 10mエアライフル立射 SH1 表彰式 ／
混合 R4 10mエアライフル立射 SH2 本選 ／
混合 R4 10mエアライフル立射 SH2 ファイナル ／
混合 R4 10mエアライフル立射 SH2 表彰式

2,400

射撃 陸上自衛隊朝霞訓練場 2020-08-31 11:00 16:45

女子 R2 10mエアライフル立射 SH1 ファイナル ／
女子 R2 10mエアライフル立射 SH1 表彰式 ／
男子 R1 10mエアライフル立射 SH1 ファイナル ／
男子 R1 10mエアライフル立射 SH1 表彰式 ／
混合 R4 10mエアライフル立射 SH2 ファイナル ／
混合 R4 10mエアライフル立射 SH2 表彰式

1,800

射撃 陸上自衛隊朝霞訓練場 2020-09-01 09:30 15:30

女子 P2 10mエアピストル SH1 本選 ／
女子 P2 10mエアピストル SH1 ファイナル ／
女子 P2 10mエアピストル SH1 表彰式 ／
男子 P1 10mエアピストル SH1 本選 ／
男子 P1 10mエアピストル SH1 ファイナル ／
男子 P1 10mエアピストル SH1 表彰式

2,400

射撃 陸上自衛隊朝霞訓練場 2020-09-01 12:00 15:30

女子 P2 10mエアピストル SH1 ファイナル ／
女子 P2 10mエアピストル SH1 表彰式 ／
男子 P1 10mエアピストル SH1 ファイナル ／
男子 P1 10mエアピストル SH1 表彰式

1,800

射撃 陸上自衛隊朝霞訓練場 2020-09-02 09:30 14:45

混合 R3 10mエアライフル伏射 SH1 本選 ／
混合 R3 10mエアライフル伏射 SH1 ファイナル ／
混合 R3 10mエアライフル伏射 SH1 表彰式 ／
混合 R5 10mエアライフル伏射 SH2 本選 ／
混合 R5 10mエアライフル伏射 SH2 ファイナル ／
混合 R5 10mエアライフル伏射 SH2 表彰式

2,400

射撃 陸上自衛隊朝霞訓練場 2020-09-02 11:30 14:45

混合 R3 10mエアライフル伏射 SH1 ファイナル ／
混合 R3 10mエアライフル伏射 SH1 表彰式 ／
混合 R5 10mエアライフル伏射 SH2 ファイナル ／
混合 R5 10mエアライフル伏射 SH2 表彰式

1,800

射撃 陸上自衛隊朝霞訓練場 2020-09-03 08:45 16:45

混合 P3 25mピストル SH1 本選精密ステージ ／
混合 P3 25mピストル SH1 本選速射ステージ ／
混合 P3 25mピストル SH1 ファイナル ／
混合 P3 25mピストル SH1 表彰式

2,400
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射撃 陸上自衛隊朝霞訓練場 2020-09-04 09:30 16:30

女子 R8 50mライフル三姿勢 SH1 本選 ／
女子 R8 50mライフル三姿勢 SH1 ファイナル ／
女子 R8 50mライフル三姿勢 SH1 表彰式 ／
男子 R7 50mライフル三姿勢 SH1 本選 ／
男子 R7 50mライフル三姿勢 SH1 ファイナル ／
男子 R7 50mライフル三姿勢 SH1 表彰式

2,400

射撃 陸上自衛隊朝霞訓練場 2020-09-04 13:30 16:30

女子 R8 50mライフル三姿勢 SH1 ファイナル ／
女子 R8 50mライフル三姿勢 SH1 表彰式 ／
男子 R7 50mライフル三姿勢 SH1 ファイナル ／
男子 R7 50mライフル三姿勢 SH1 表彰式

1,800

射撃 陸上自衛隊朝霞訓練場 2020-09-05 09:30 15:45

混合 P4 50mピストル SH1 本選 ／
混合 P4 50mピストル SH1 ファイナル ／
混合 P4 50mピストル SH1 表彰式 ／
混合 R9 50mライフル伏射 SH2 本選 ／
混合 R9 50mライフル伏射 SH2 ファイナル ／
混合 R9 50mライフル伏射 SH2 表彰式

2,400

射撃 陸上自衛隊朝霞訓練場 2020-09-05 12:15 15:45

混合 P4 50mピストル SH1 ファイナル ／
混合 P4 50mピストル SH1 表彰式 ／
混合 R9 50mライフル伏射 SH2 ファイナル ／
混合 R9 50mライフル伏射 SH2 表彰式

1,800

射撃 陸上自衛隊朝霞訓練場 2020-09-06 09:30 12:30
混合 R6 50mライフル伏射 SH1 本選 ／
混合 R6 50mライフル伏射 SH1 ファイナル ／
混合 R6 50mライフル伏射 SH1 表彰式

2,400

射撃 陸上自衛隊朝霞訓練場 2020-09-06 11:30 12:30 混合 R6 50mライフル伏射 SH1 ファイナル ／
混合 R6 50mライフル伏射 SH1 表彰式

1,800

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2020-08-28 10:00 11:30 女子予選 2,000 1,400

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2020-08-28 14:00 15:30 男子予選 2,000 1,400

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2020-08-28 18:30 22:00 女子予選 ／
男子予選

2,000 1,400

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2020-08-29 10:00 11:30 男子予選 2,000 1,400

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2020-08-29 14:00 15:30 女子予選 2,000 1,400

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2020-08-29 18:30 22:00 男子予選 ／
女子予選

2,000 1,400

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2020-08-30 10:00 11:30 男子予選 2,000 1,400

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2020-08-30 14:00 15:30 女子予選 2,000 1,400

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2020-08-30 18:30 22:00 男子予選 ／
女子予選

2,000 1,400

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2020-08-31 10:00 11:30 女子予選 2,000 1,400

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2020-08-31 14:00 15:30 男子予選 2,000 1,400

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2020-08-31 18:30 22:00 女子予選 ／
男子予選

2,000 1,400

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2020-09-01 10:00 11:30 男子予選 2,000 1,400

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2020-09-01 14:00 15:30 男子予選 2,000 1,400

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2020-09-01 18:30 22:00 男子予選 （2試合） 2,000 1,400

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2020-09-02 10:00 11:30 女子予選 2,000 1,400

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2020-09-02 14:00 15:30 女子予選 2,000 1,400

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2020-09-02 18:30 22:00 女子予選 （2試合） 2,000 1,400

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2020-09-03 13:30 17:00 男子7-8位決定戦 ／
男子5-6位決定戦

2,800 2,000

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2020-09-03 18:30 22:00 男子準決勝 （2試合） 2,800 2,000

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2020-09-04 13:30 17:00 女子7-8位決定戦 ／
女子5-6位決定戦

2,800 2,000

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2020-09-04 18:30 22:00 女子準決勝 （2試合） 2,800 2,000

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2020-09-05 14:00 22:00

男子3位決定戦 ／
女子3位決定戦 ／
男子決勝 ／
男子表彰式

3,600 2,800

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2020-09-06 10:00 13:00 女子決勝 ／
女子表彰式

3,200 2,400

水泳 東京アクアティクスセンター 2020-08-26 09:00 11:45

男子400m自由形 S9 予選 ／
女子400m自由形 S9 予選 ／
男子100m背泳ぎ S1 予選 ／
男子100m背泳ぎ S2 予選 ／
女子100m背泳ぎ S2 予選 ／
男子100mバタフライ S14 予選 ／
女子100mバタフライ S14 予選 ／
男子50m平泳ぎ SB3 予選 ／
女子50m自由形 S6 予選 ／
男子50m自由形 S10 予選 ／
女子50m自由形 S10 予選 ／
男子100mバタフライ S13 予選 ／
女子100mバタフライ S13 予選 ／
男子200m自由形 S5 予選 ／
女子200m自由形 S5 予選 ／
男子100m自由形 S8 予選

3,600 2,800 2,000

水泳 東京アクアティクスセンター 2020-08-27 09:00 11:25

男子100m自由形 S5 予選 ／
女子100m自由形 S5 予選 ／
男子100m自由形 S4 予選 ／
男子200m個人メドレー SM6 予選 ／
女子200m個人メドレー SM6 予選 ／
男子400m自由形 S11 予選 ／
女子400m自由形 S11 予選 ／
男子100m平泳ぎ SB9 予選 ／
女子100m平泳ぎ SB9 予選 ／
男子100m背泳ぎ S13 予選 ／
女子100m背泳ぎ S13 予選 ／
男子100m平泳ぎ SB8 予選 ／
女子100m平泳ぎ SB8 予選 ／
混合4x50m 20ポイント フリーリレー予選

3,600 2,800 2,000

水泳 東京アクアティクスセンター 2020-08-26 17:00 21:05

男子400m自由形 S9 決勝 ／
女子400m自由形 S9 決勝 ／
男子100m背泳ぎ S1 決勝 ／
男子100m背泳ぎ S2 決勝 ／
女子100m背泳ぎ S2 決勝 ／
男子400m自由形 S9 表彰式 ／
女子400m自由形 S9 表彰式 ／
男子100mバタフライ S14 決勝 ／
女子100mバタフライ S14 決勝 ／
男子100m背泳ぎ S1 表彰式 ／
男子100m背泳ぎ S2 表彰式 ／
女子100m背泳ぎ S2 表彰式 ／
男子50m平泳ぎ SB3 決勝 ／
女子50m自由形 S6 決勝 ／
男子100mバタフライ S14 表彰式 ／
女子100mバタフライ S14 表彰式 ／
男子50m自由形 S10 決勝 ／
女子50m自由形 S10 決勝 ／
男子50m平泳ぎ SB3 表彰式 ／
女子50m自由形 S6 表彰式 ／
男子100mバタフライ S13 決勝 ／
女子100mバタフライ S13 決勝 ／
男子50m自由形 S10 表彰式 ／
女子50m自由形 S10 表彰式 ／
男子200m自由形 S5 決勝 ／
女子200m自由形 S5 決勝 ／
男子100m自由形 S8 決勝 ／
男子100mバタフライ S13 表彰式 ／
女子100mバタフライ S13 表彰式 ／
男子200m自由形 S5 表彰式 ／
女子200m自由形 S5 表彰式 ／
男子100m自由形 S8 表彰式

7,000 5,000 2,800
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水泳 東京アクアティクスセンター 2020-08-27 17:00 20:35

男子100m自由形 S5 決勝 ／
女子100m自由形 S5 決勝 ／
男子100m自由形 S4 決勝 ／
男子200m個人メドレー SM6 決勝 ／
女子200m個人メドレー SM6 決勝 ／
男子100m自由形 S5 表彰式 ／
女子100m自由形 S5 表彰式 ／
男子100m自由形 S4 表彰式 ／
男子400m自由形 S11 決勝 ／
女子400m自由形 S11 決勝 ／
男子200m個人メドレー SM6 表彰式 ／
女子200m個人メドレー SM6 表彰式 ／
男子100m平泳ぎ SB9 決勝 ／
女子100m平泳ぎ SB9 決勝 ／
男子400m自由形 S11 表彰式 ／
女子400m自由形 S11 表彰式 ／
男子100m背泳ぎ S13 決勝 ／
女子100m背泳ぎ S13 決勝 ／
男子100m平泳ぎ SB9 表彰式 ／
女子100m平泳ぎ SB9 表彰式 ／
男子100m平泳ぎ SB8 決勝 ／
女子100m平泳ぎ SB8 決勝 ／
男子100m背泳ぎ S13 表彰式 ／
女子100m背泳ぎ S13 表彰式 ／
混合4x50m 20ポイント フリーリレー決勝 ／
男子100m平泳ぎ SB8 表彰式 ／
女子100m平泳ぎ SB8 表彰式 ／
混合4x50m 20ポイント フリーリレー表彰式

7,000 5,000 2,800

水泳 東京アクアティクスセンター 2020-08-28 09:00 11:10

男子100m背泳ぎ S12 予選 ／
女子100m背泳ぎ S12 予選 ／
男子100m背泳ぎ S8 予選 ／
女子100m背泳ぎ S8 予選 ／
男子200m自由形 S14 予選 ／
女子200m自由形 S14 予選 ／
男子50m自由形 S11 予選 ／
女子50m自由形 S11 予選 ／
男子50mバタフライ S5 予選 ／
女子50mバタフライ S5 予選 ／
男子200m個人メドレー SM7 予選 ／
女子200m個人メドレー SM7 予選 ／
男子400m自由形 S13 予選 ／
女子400m自由形 S13 予選

3,600 2,800 2,000

水泳 東京アクアティクスセンター 2020-08-28 17:00 20:30

男子100m背泳ぎ S12 決勝 ／
女子100m背泳ぎ S12 決勝 ／
男子100m背泳ぎ S8 決勝 ／
女子100m背泳ぎ S8 決勝 ／
男子200m自由形 S14 決勝 ／
女子200m自由形 S14 決勝 ／
男子100m背泳ぎ S12 表彰式 ／
女子100m背泳ぎ S12 表彰式 ／
男子50m自由形 S11 決勝 ／
女子50m自由形 S11 決勝 ／
男子100m背泳ぎ S8 表彰式 ／
女子100m背泳ぎ S8 表彰式 ／
男子50mバタフライ S5 決勝 ／
女子50mバタフライ S5 決勝 ／
男子200m自由形 S14 表彰式 ／
女子200m自由形 S14 表彰式 ／
男子200m個人メドレー SM7 決勝 ／
女子200m個人メドレー SM7 決勝 ／
男子50m自由形 S11 表彰式 ／
女子50m自由形 S11 表彰式 ／
男子400m自由形 S13 決勝 ／
女子400m自由形 S13 決勝 ／
男子50mバタフライ S5 表彰式 ／
女子50mバタフライ S5 表彰式 ／
男子200m個人メドレー SM7 表彰式 ／
女子200m個人メドレー SM7 表彰式 ／
男子400m自由形 S13 表彰式 ／
女子400m自由形 S13 表彰式

7,000 5,000 2,800

水泳 東京アクアティクスセンター 2020-08-29 09:00 11:35

男子100m平泳ぎ SB6 予選 ／
女子100m平泳ぎ SB6 予選 ／
男子100m自由形 S10 予選 ／
女子100m自由形 S10 予選 ／
男子150m個人メドレー SM4 予選 ／
女子150m個人メドレー SM4 予選 ／
男子150m個人メドレー SM3 予選 ／
男子100m背泳ぎ S11 予選 ／
女子100m背泳ぎ S11 予選 ／
男子200m個人メドレー SM8 予選 ／
女子200m個人メドレー SM8 予選 ／
男子100m平泳ぎ SB5 予選 ／
女子100m平泳ぎ SB5 予選 ／
混合4x100m S14 フリーリレー予選

3,600 2,800 2,000

水泳 東京アクアティクスセンター 2020-08-29 17:00 20:40

男子100m平泳ぎ SB6 決勝 ／
女子100m平泳ぎ SB6 決勝 ／
男子100m自由形 S10 決勝 ／
女子100m自由形 S10 決勝 ／
男子150m個人メドレー SM4 決勝 ／
女子150m個人メドレー SM4 決勝 ／
男子150m個人メドレー SM3 決勝 ／
男子100m平泳ぎ SB6 表彰式 ／
女子100m平泳ぎ SB6 表彰式 ／
男子100m背泳ぎ S11 決勝 ／
女子100m背泳ぎ S11 決勝 ／
男子100m自由形 S10 表彰式 ／
女子100m自由形 S10 表彰式 ／
男子200m個人メドレー SM8 決勝 ／
女子200m個人メドレー SM8 決勝 ／
男子150m個人メドレー SM4 表彰式 ／
女子150m個人メドレー SM4 表彰式 ／
男子100m平泳ぎ SB5 決勝 ／
女子100m平泳ぎ SB5 決勝 ／
男子150m個人メドレー SM3 表彰式 ／
男子100m背泳ぎ S11 表彰式 ／
女子100m背泳ぎ S11 表彰式 ／
混合4x100m S14 フリーリレー決勝 ／
男子200m個人メドレー SM8 表彰式 ／
女子200m個人メドレー SM8 表彰式 ／
男子100m平泳ぎ SB5 表彰式 ／
女子100m平泳ぎ SB5 表彰式 ／
混合4x100m S14 フリーリレー表彰式

7,000 5,000 2,800

水泳 東京アクアティクスセンター 2020-08-30 09:00 11:25

男子400m自由形 S7 予選 ／
女子400m自由形 S7 予選 ／
男子100m平泳ぎ SB14 予選 ／
女子100m平泳ぎ SB14 予選 ／
男子50m自由形 S9 予選 ／
男子50m背泳ぎ S3 予選 ／
女子50m背泳ぎ S3 予選 ／
男子50m自由形 S13 予選 ／
女子50m自由形 S13 予選 ／
男子100m平泳ぎ SB4 予選 ／
女子100m平泳ぎ SB4 予選 ／
男子200m自由形 S2 予選 ／
女子4x100m 34ポイント フリーリレー 予選

3,600 2,800 2,000

10



A B C D E

セッション情報×チケット価格一覧

終了時間 種目
チケット価格

競技（種目等） 会場 日程 開始時間

別添2

水泳 東京アクアティクスセンター 2020-08-30 17:00 20:25

男子400m自由形 S7 決勝 ／
女子400m自由形 S7 決勝 ／
男子100m平泳ぎ SB14 決勝 ／
女子100m平泳ぎ SB14 決勝 ／
男子50m自由形 S9 決勝 ／
男子50m背泳ぎ S3 決勝 ／
女子50m背泳ぎ S3 決勝 ／
男子400m自由形 S7 表彰式 ／
女子400m自由形 S7 表彰式 ／
男子50m自由形 S13 決勝 ／
女子50m自由形 S13 決勝 ／
男子100m平泳ぎ SB14 表彰式 ／
女子100m平泳ぎ SB14 表彰式 ／
男子100m平泳ぎ SB4 決勝 ／
女子100m平泳ぎ SB4 決勝 ／
男子50m自由形 S9 表彰式 ／
男子50m背泳ぎ S3 表彰式 ／
男子200m自由形 S2 決勝 ／
女子50m背泳ぎ S3 表彰式 ／
男子50m自由形 S13 表彰式 ／
女子4x100m 34ポイント フリーリレー決勝 ／
女子50m自由形 S13 表彰式 ／
男子100m平泳ぎ SB4 表彰式 ／
女子100m平泳ぎ SB4 表彰式 ／
男子200m自由形 S2 表彰式 ／
女子4x100m 34ポイント フリーリレー表彰式

7,000 5,000 2,800

水泳 東京アクアティクスセンター 2020-08-31 09:00 12:25

男子100m背泳ぎ S7 予選 ／
女子100m背泳ぎ S7 予選 ／
男子100m背泳ぎ S9 予選 ／
女子100m背泳ぎ S9 予選 ／
男子200m自由形 S4 予選 ／
男子50mバタフライ S6 予選 ／
女子50mバタフライ S6 予選 ／
男子50m背泳ぎ S5 予選 ／
女子50m背泳ぎ S5 予選 ／
男子200m個人メドレー SM11 予選 ／
女子200m個人メドレー SM11 予選 ／
女子100m自由形 S3 予選 ／
男子200m個人メドレー SM13 予選 ／
女子200m個人メドレー SM13 予選 ／
男子4x100m 34ポイント フリーリレー予選

3,600 2,800 2,000

水泳 東京アクアティクスセンター 2020-08-31 17:00 20:50

男子100m背泳ぎ S7 決勝 ／
女子100m背泳ぎ S7 決勝 ／
男子100m背泳ぎ S9 決勝 ／
女子100m背泳ぎ S9 決勝 ／
男子200m自由形 S4 決勝 ／
男子100m背泳ぎ S7 表彰式 ／
女子100m背泳ぎ S7 表彰式 ／
男子50mバタフライ S6 決勝 ／
女子50mバタフライ S6 決勝 ／
男子100m背泳ぎ S9 表彰式 ／
女子100m背泳ぎ S9 表彰式 ／
男子50m背泳ぎ S5 決勝 ／
女子50m背泳ぎ S5 決勝 ／
男子200m自由形 S4 表彰式 ／
男子50mバタフライ S6 表彰式 ／
女子50mバタフライ S6 表彰式 ／
男子200m個人メドレー SM11 決勝 ／
女子200m個人メドレー SM11 決勝 ／
男子50m背泳ぎ S5 表彰式 ／
女子50m背泳ぎ S5 表彰式 ／
女子100m自由形 S3 決勝 ／
男子200m個人メドレー SM13 決勝 ／
女子200m個人メドレー SM13 決勝 ／
男子200m個人メドレー SM11 表彰式 ／
女子200m個人メドレー SM11 表彰式 ／
男子4x100m 34ポイント フリーリレー決勝 ／
女子100m自由形 S3 表彰式 ／
男子200m個人メドレー SM13 表彰式 ／
女子200m個人メドレー SM13 表彰式 ／
男子4x100m 34ポイント フリーリレー表彰式

7,000 5,000 2,800

水泳 東京アクアティクスセンター 2020-09-01 09:00 11:30

男子400m自由形 S8 予選 ／
女子400m自由形 S8 予選 ／
男子100m自由形 S12 予選 ／
女子100m自由形 S12 予選 ／
男子200m個人メドレー SM14 予選 ／
女子200m個人メドレー SM14 予選 ／
男子50m平泳ぎ SB2 予選 ／
女子50m平泳ぎ SB3 予選 ／
男子50m自由形 S7 予選 ／
女子100m自由形 S7 予選 ／
男子100mバタフライ S10 予選 ／
女子100mバタフライ S10 予選 ／
女子100m自由形 S9 予選 ／
混合4x100m 49ポイント フリーリレー予選

3,600 2,800 2,000

水泳 東京アクアティクスセンター 2020-09-01 17:00 20:35

男子400m自由形 S8 決勝 ／
女子400m自由形 S8 決勝 ／
男子100m自由形 S12 決勝 ／
女子100m自由形 S12 決勝 ／
男子200m個人メドレー SM14 決勝 ／
女子200m個人メドレー SM14 決勝 ／
男子400m自由形 S8 表彰式 ／
女子400m自由形 S8 表彰式 ／
男子50m平泳ぎ SB2 決勝 ／
女子50m平泳ぎ SB3 決勝 ／
男子50m自由形 S7 決勝 ／
男子100m自由形 S12 表彰式 ／
女子100m自由形 S12 表彰式 ／
女子100m自由形 S7 決勝 ／
男子100mバタフライ S10 決勝 ／
男子200m個人メドレー SM14 表彰式 ／
女子200m個人メドレー SM14 表彰式 ／
女子100mバタフライ S10 決勝 ／
女子100m自由形 S9 決勝 ／
男子50m平泳ぎ SB2 表彰式 ／
女子50m平泳ぎ SB3 表彰式 ／
混合4x100m 49ポイント フリーリレー決勝 ／
男子50m自由形 S7 表彰式 ／
女子100m自由形 S7 表彰式 ／
男子100mバタフライ S10 表彰式 ／
女子100mバタフライ S10 表彰式 ／
女子100m自由形 S9 表彰式 ／
混合4x100m 49ポイント フリーリレー表彰式

7,000 5,000 2,800

水泳 東京アクアティクスセンター 2020-09-02 09:00 11:20

男子100m平泳ぎ SB7 予選 ／
女子100m平泳ぎ SB7 予選 ／
男子100m自由形 S6 予選 ／
男子400m自由形 S10 予選 ／
女子400m自由形 S10 予選 ／
男子100m平泳ぎ SB11 予選 ／
女子100m平泳ぎ SB11 予選 ／
男子200m個人メドレー SM9 予選 ／
女子200m個人メドレー SM9 予選 ／
男子100m平泳ぎ SB13 予選 ／
女子100m平泳ぎ SB13 予選 ／
男子50m自由形 S5 予選 ／
女子50m自由形 S8 予選 ／
男子100m平泳ぎ SB12 予選 ／
女子100m平泳ぎ SB12 予選

3,600 2,800 2,000

11



A B C D E

セッション情報×チケット価格一覧

終了時間 種目
チケット価格

競技（種目等） 会場 日程 開始時間

別添2

水泳 東京アクアティクスセンター 2020-09-02 17:00 20:40

男子100m平泳ぎ SB7 決勝 ／
女子100m平泳ぎ SB7 決勝 ／
男子100m自由形 S6 決勝 ／
男子400m自由形 S10 決勝 ／
女子400m自由形 S10 決勝 ／
男子100m平泳ぎ SB7 表彰式 ／
女子100m平泳ぎ SB7 表彰式 ／
男子100m自由形 S6 表彰式 ／
男子100m平泳ぎ SB11 決勝 ／
女子100m平泳ぎ SB11 決勝 ／
男子400m自由形 S10 表彰式 ／
女子400m自由形 S10 表彰式 ／
男子200m個人メドレー SM9 決勝 ／
女子200m個人メドレー SM9 決勝 ／
男子100m平泳ぎ SB11 表彰式 ／
女子100m平泳ぎ SB11 表彰式 ／
男子100m平泳ぎ SB13 決勝 ／
女子100m平泳ぎ SB13 決勝 ／
男子200m個人メドレー SM9 表彰式 ／
女子200m個人メドレー SM9 表彰式 ／
男子50m自由形 S5 決勝 ／
女子50m自由形 S8 決勝 ／
男子100m平泳ぎ SB12 決勝 ／
女子100m平泳ぎ SB12 決勝 ／
男子100m平泳ぎ SB13 表彰式 ／
女子100m平泳ぎ SB13 表彰式 ／
男子50m自由形 S5 表彰式 ／
女子50m自由形 S8 表彰式 ／
男子100m平泳ぎ SB12 表彰式 ／
女子100m平泳ぎ SB12 表彰式

7,000 5,000 2,800

水泳 東京アクアティクスセンター 2020-09-03 09:00 11:35

男子400m自由形 S6 予選 ／
女子400m自由形 S6 予選 ／
男子100mバタフライ S9 予選 ／
女子100mバタフライ S9 予選 ／
男子100m背泳ぎ S10 予選 ／
女子100m背泳ぎ S10 予選 ／
男子100m背泳ぎ S14 予選 ／
女子100m背泳ぎ S14 予選 ／
男子50m背泳ぎ S1 予選 ／
男子50m背泳ぎ S2 予選 ／
女子50m背泳ぎ S2 予選 ／
男子50m自由形 S3 予選 ／
男子50m自由形 S4 予選 ／
女子50m自由形 S4 予選 ／
女子4x100m 34 ポイント メドレーリレー予選

3,600 2,800 2,000

水泳 東京アクアティクスセンター 2020-09-03 17:00 20:50

男子400m自由形 S6 決勝 ／
女子400m自由形 S6 決勝 ／
男子100mバタフライ S9 決勝 ／
女子100mバタフライ S9 決勝 ／
男子100m背泳ぎ S10 決勝 ／
女子100m背泳ぎ S10 決勝 ／
男子400m自由形 S6 表彰式 ／
女子400m自由形 S6 表彰式 ／
男子100m背泳ぎ S14 決勝 ／
女子100m背泳ぎ S14 決勝 ／
男子100mバタフライ S9 表彰式 ／
女子100mバタフライ S9 表彰式 ／
男子50m背泳ぎ S1 決勝 ／
男子50m背泳ぎ S2 決勝 ／
男子100m背泳ぎ S10 表彰式 ／
女子100m背泳ぎ S10 表彰式 ／
女子50m背泳ぎ S2 決勝 ／
男子50m自由形 S3 決勝 ／
男子100m背泳ぎ S14 表彰式 ／
女子100m背泳ぎ S14 表彰式 ／
男子50m自由形 S4 決勝 ／
女子50m自由形 S4 決勝 ／
男子50m背泳ぎ S1 表彰式 ／
男子50m背泳ぎ S2 表彰式 ／
女子4x100m 34 ポイント メドレーリレー決勝 ／
女子50m背泳ぎ S2 表彰式 ／
男子50m自由形 S3 表彰式 ／
男子50m自由形 S4 表彰式 ／
女子50m自由形 S4 表彰式 ／
女子4x100m 34 ポイント メドレーリレー表彰式

7,000 5,000 2,800

水泳 東京アクアティクスセンター 2020-09-04 09:00 11:35

男子200m個人メドレー SM10 予選 ／
女子200m個人メドレー SM10 予選 ／
男子100m背泳ぎ S6 予選 ／
女子100m背泳ぎ S6 予選 ／
男子100mバタフライ S8 予選 ／
女子100mバタフライ S8 予選 ／
男子50mバタフライ S7 予選 ／
女子50mバタフライ S7 予選 ／
男子50m背泳ぎ S4 予選 ／
女子50m背泳ぎ S4 予選 ／
男子100mバタフライ S12 予選 ／
女子100m自由形 S11 予選 ／
男子200m自由形 S3 予選 ／
女子200m個人メドレー SM5 予選 ／
男子100mバタフライ S11 予選 ／
男子4x100m 34 ポイント メドレーリレー予選

3,600 2,800 2,000

卓球 東京体育館 2020-08-26 09:00 14:20

男子・女子シングルス予選（SM3,SF9） ／
男子・女子シングルス予選（SM3,SF3,SM9） ／
男子・女子シングルス予選（SF3,SM9,SF6） ／
男子・女子シングルス予選（SM2,SM8,SF6） ／
男子シングルス予選（SM2,SM5,SM8） ／
男子・女子シングルス予選（SF4,SM5,SF8） ／
男子・女子シングルス予選（SF4,SM6） ／
男子・女子シングルス予選（SF1-2,SM6）

2,000 1,400

水泳 東京アクアティクスセンター 2020-09-04 17:00 21:00

男子200m個人メドレー SM10 決勝 ／
女子200m個人メドレー SM10 決勝 ／
男子100m背泳ぎ S6 決勝 ／
女子100m背泳ぎ S6 決勝 ／
男子100mバタフライ S8 決勝 ／
女子100mバタフライ S8 決勝 ／
男子200m個人メドレー SM10 表彰式 ／
女子200m個人メドレー SM10 表彰式 ／
男子50mバタフライ S7 決勝 ／
女子50mバタフライ S7 決勝 ／
男子100m背泳ぎ S6 表彰式 ／
女子100m背泳ぎ S6 表彰式 ／
男子50m背泳ぎ S4 決勝 ／
女子50m背泳ぎ S4 決勝 ／
男子100mバタフライ S8 表彰式 ／
女子100mバタフライ S8 表彰式 ／
男子100mバタフライ S12 決勝 ／
女子100m自由形 S11 決勝 ／
男子50mバタフライ S7 表彰式 ／
女子50mバタフライ S7 表彰式 ／
男子200m自由形 S3 決勝 ／
女子200m個人メドレー SM5 決勝 ／
男子100mバタフライ S11 決勝 ／
男子50m背泳ぎ S4 表彰式 ／
女子50m背泳ぎ S4 表彰式 ／
男子4x100m 34 ポイント メドレーリレー決勝 ／
男子100mバタフライ S12 表彰式 ／
女子100m自由形 S11 表彰式 ／
男子200m自由形 S3 表彰式 ／
女子200m個人メドレー SM5 表彰式 ／
男子100mバタフライ S11 表彰式 ／
男子4x100m 34 ポイント メドレーリレー表彰式

7,000 5,000 2,800

12



A B C D E

セッション情報×チケット価格一覧

終了時間 種目
チケット価格

競技（種目等） 会場 日程 開始時間

別添2

卓球 東京体育館 2020-08-26 16:00 22:00

男子・女子シングルス予選（SM1,SF11） ／
男子シングルス予選（SM4,SM10） ／
男子・女子シングルス予選（SF5,SM4,SM10,SF7） ／
女子シングルス予選（SF5,SF3,SF10,SF7） ／
男子・女子シングルス予選（SF3,SM11） ／
男子シングルス予選（SM3,SM7） ／
男子・女子シングルス予選（SM3,SF4,SM7） ／
女子シングルス予選（SF4,SF9） ／
女子シングルス予選（SF8）

2,000 1,400

卓球 東京体育館 2020-08-27 09:00 14:20

男子シングルス予選（SM4,SM9） ／
男子・女子シングルス予選（SM4,SM5,SM9,SF6） ／
男子・女子シングルス予選（SM5,SM2,SM8,SF6） ／
男子シングルス予選（SM2,SM8） ／
男子・女子シングルス予選（SF1-2,SM6） ／
男子シングルス予選（SM1,SM6） ／
女子シングルス予選（SF5,SF4,SF11） ／
男子・女子シングルス予選（SF4,SM11）

2,000 1,400

卓球 東京体育館 2020-08-27 16:00 22:00

男子シングルス予選（SM2,SM10） ／
男子・女子シングルス予選（SM2,SM5,SM10,SF7） ／
男子・女子シングルス予選（SM5,SM4,SF10,SF7） ／
男子シングルス予選（SM4,SM7） ／
男子・女子シングルス予選（SF1-2,SM7） ／
男子シングルス予選（SM3,SM9） ／
男子・女子シングルス予選（SM3,SF3,SM9,SF6） ／
男子・女子シングルス予選（SF3,SM8,SF6） ／
男子シングルス予選（SM8）

2,000 1,400

卓球 東京体育館 2020-08-28 09:00 14:20

女子シングルス予選（SF5,SF9） ／
男子シングルス予選（SM1,SM6） ／
男子シングルス予選（SM2,SM6） ／
男子・女子シングルス予選（SF4,SM3,SF8） ／
男子シングルス予選（SM3,SM11） ／
女子シングルス準々決勝、男子シングルス予選（SF1-2,SM7） ／
男子・女子シングルス予選（SF3,SM7） ／
男子・女子シングルス予選（SM4,SF11）

2,000 1,400

卓球 東京体育館 2020-08-28 16:00 22:00

女子シングルス準々決勝、男子シングルス予選（SF5,SM10） ／
男子シングルス準々決勝、男子・女子シングルス予選（SM1,SM10,SF7） ／
男子シングルス準々決勝、女子シングルス予選（SM5,SF10,SF7） ／
男子シングルス準々決勝、男子シングルス予選（SM2,SM8） ／
女子シングルス準々決勝、男子シングルス予選（SF3,SM8,SF6） ／
男子・女子シングルス準々決勝（SF4,SM6） ／
男子シングルス準々決勝（SM3,SM9） ／
男子シングルス準々決勝（SM4,SM11） ／
男子シングルス準々決勝（SM7）

2,000 1,400

卓球 東京体育館 2020-08-29 09:00 15:00

男子シングルス準々決勝、男子シングルス準決勝（SM4,SM8） ／
女子シングルス準々決勝、女子シングルス準決勝（SF4,SF7,SF10） ／
男子シングルス準々決勝、男子シングルス準決勝（SM3,SM10） ／
男子・女子シングルス準決勝（SF3,SM6,SF11） ／
男子・女子シングルス準決勝（SM2,SM7,SF8） ／
男子・女子シングルス準決勝（SF1-2,SM9,SF9） ／
男子・女子シングルス準決勝（SM1,SF6,SM11） ／
男子・女子シングルス準決勝（SF5,SM8,SF10） ／
男子・女子シングルス準決勝（SM5,SM10,SF7）

2,000 1,400

卓球 東京体育館 2020-08-29 16:30 21:30

女子シングルス決勝（SF11） ／
男子シングルス決勝（SM6） ／
女子シングルス表彰式（SF11） ／
男子シングルス決勝（SM3） ／
男子シングルス表彰式（SM6） ／
女子シングルス決勝（SF1-2） ／
男子シングルス表彰式（SM3） ／
男子シングルス決勝（SM9） ／
女子シングルス表彰式（SF1-2） ／
男子シングルス表彰式（SM9）

2,800 1,800

卓球 東京体育館 2020-08-30 10:00 14:00

男子シングルス決勝（SM5） ／
女子シングルス決勝（SF4） ／
男子シングルス表彰式（SM5） ／
男子シングルス決勝（SM7） ／
女子シングルス表彰式（SF4） ／
女子シングルス決勝（SF8） ／
男子シングルス表彰式（SM7） ／
女子シングルス表彰式（SF8）

2,800 1,800

卓球 東京体育館 2020-08-30 16:00 20:00

女子シングルス決勝（SF5） ／
女子シングルス決勝（SF3） ／
女子シングルス表彰式（SF5） ／
男子シングルス決勝（SM11） ／
女子シングルス表彰式（SF3） ／
男子シングルス決勝（SM10） ／
男子シングルス表彰式（SM11） ／
男子シングルス表彰式（SM10）

2,800 1,800

卓球 東京体育館 2020-08-31 10:00 14:00

女子シングルス決勝（SF6） ／
男子シングルス決勝（SM8） ／
女子シングルス表彰式（SF6） ／
女子シングルス決勝（SF7） ／
男子シングルス表彰式（SM8） ／
男子シングルス決勝（SM1） ／
女子シングルス表彰式（SF7） ／
男子シングルス表彰式（SM1）

2,800 1,800

卓球 東京体育館 2020-08-31 16:00 20:00

男子シングルス決勝（SM2） ／
男子シングルス決勝（SM4） ／
男子シングルス表彰式（SM2） ／
女子シングルス決勝（SF9） ／
男子シングルス表彰式（SM4） ／
女子シングルス決勝（SF10） ／
女子シングルス表彰式（SF9） ／
女子シングルス表彰式（SF10）

2,800 1,800

卓球 東京体育館 2020-09-01 10:00 14:30
男子・女子団体決勝トーナメント1回戦（TM4-5,TF4-5,TM9-10,TF6-8） ／
男子・女子団体決勝トーナメント1回戦（TM3,TF1-3,TM8,TF9-10） ／
男子団体決勝トーナメント1回戦（TM1-2,TM6-7）

2,000 1,400

卓球 東京体育館 2020-09-01 16:30 21:00 男子・女子団体準々決勝（TM4-5,TF1-3,TM9-10,TF6-8） ／
男子団体準々決勝（TM3,TM8）

2,000 1,400

卓球 東京体育館 2020-09-02 10:00 16:00 男子・女子団体準々決勝（TF4-5,TM1-2,TM6-7,TF9-10） ／
男子・女子団体準決勝（TF1-3,TM4-5,TM9-10, TF6-8）

2,000 1,400

卓球 東京体育館 2020-09-02 17:30 21:30 男子・女子団体準決勝（TF4-5,TM1-2,TM8, TF9-10） ／
男子団体準決勝（TM3,TM6-7）

2,000 1,400

卓球 東京体育館 2020-09-03 10:00 15:30

男子団体決勝（TM4-5） ／
女子団体決勝（TF6-8） ／
女子団体決勝（TF1-3） ／
男子・女子団体表彰式（TM4-5, TF6-8, TF1-3）

2,800 1,800

卓球 東京体育館 2020-09-03 17:00 21:00
男子団体決勝（TM8） ／
男子団体決勝（TM3） ／
男子団体表彰式（TM8, TM3）

2,800 1,800

卓球 東京体育館 2020-09-04 10:00 15:30

女子団体決勝（TF9-10） ／
女子団体決勝（TF4-5） ／
男子団体決勝（TM6-7） ／
男子・女子団体表彰式（TF9-10, TF4-5,TM6-7）

2,800 1,800

卓球 東京体育館 2020-09-04 17:00 21:00
男子団体決勝（TM1-2） ／
男子団体決勝（TM9-10） ／
男子団体表彰式（TM1-2,TM9-10）

2,800 1,800

テコンドー 幕張メッセ Bホール 2020-09-03 10:00 15:00

女子 K44 49kg級1回戦（4試合） ／
男子 K44 61kg級1回戦（4試合） ／
女子 K44 49kg級準々決勝（4試合） ／
男子 K44 61kg級準々決勝（4試合） ／
女子 K44 49kg級敗者復活戦1回戦（2試合） ／
男子 K44 61kg級敗者復活戦1回戦（2試合）

1,400 900

テコンドー 幕張メッセ Bホール 2020-09-03 17:00 22:10

女子 K44 49kg級敗者復活戦1回戦（2試合） ／
男子 K44 61kg級敗者復活戦1回戦（2試合） ／
女子 K44 49kg級準決勝（2試合） ／
男子 K44 61kg級準決勝（2試合） ／
女子 K44 49kg級敗者復活戦2回戦（2試合） ／
男子 K44 61kg級敗者復活戦2回戦（2試合） ／
女子 K44 49kg級3位決定戦（2試合） ／
男子 K44 61kg級3位決定戦（2試合） ／
女子 K44 49kg級決勝 ／
男子 K44 61kg級決勝 ／
女子 K44 49kg級表彰式 ／
男子 K44 61kg級表彰式

2,000 1,400
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テコンドー 幕張メッセ Bホール 2020-09-04 10:00 15:00

女子 K44 58kg級1回戦（4試合） ／
男子 K44 75kg級1回戦（4試合） ／
女子 K44 58kg級準々決勝（4試合） ／
男子 K44 75kg級準々決勝（4試合） ／
女子 K44 58kg級敗者復活戦1回戦（2試合） ／
男子 K44 75kg級敗者復活戦1回戦（2試合）

1,400 900

テコンドー 幕張メッセ Bホール 2020-09-04 17:00 22:10

女子 K44 58kg級敗者復活戦1回戦（2試合） ／
男子 K44 75kg級敗者復活戦1回戦（2試合） ／
女子 K44 58kg級準決勝（2試合） ／
男子 K44 75kg級準決勝（2試合） ／
女子 K44 58kg級敗者復活戦2回戦（2試合） ／
男子 K44 75kg級敗者復活戦2回戦（2試合） ／
女子 K44 58kg級3位決定戦（2試合） ／
男子 K44 75kg級3位決定戦（2試合） ／
女子 K44 58kg級決勝 ／
男子 K44 75kg級決勝 ／
女子 K44 58kg級表彰式 ／
男子 K44 75kg級表彰式

2,000 1,400

テコンドー 幕張メッセ Bホール 2020-09-05 10:00 15:00

女子 K44 58kg超級1回戦（4試合） ／
男子 K44 75kg超級1回戦（4試合） ／
女子 K44 58kg超級準々決勝（4試合） ／
男子 K44 75kg超級準々決勝（4試合） ／
女子 K44 58kg超級敗者復活戦1回戦（2試合） ／
男子 K44 75kg超級敗者復活戦1回戦（2試合）

1,400 900

テコンドー 幕張メッセ Bホール 2020-09-05 17:00 22:10

女子 K44 58kg超級敗者復活戦1回戦（2試合） ／
男子 K44 75kg超級敗者復活戦1回戦（2試合） ／
女子 K44 58kg超級準決勝（2試合） ／
男子 K44 75kg超級準決勝（2試合） ／
女子 K44 58kg超級敗者復活戦2回戦（2試合） ／
男子 K44 75kg超級敗者復活戦2回戦（2試合） ／
女子 K44 58kg超級3位決定戦（2試合） ／
男子 K44 75kg超級3位決定戦（2試合） ／
女子 K44 58kg超級決勝 ／
男子 K44 75kg超級決勝 ／
女子 K44 58kg超級表彰式 ／
男子 K44 75kg超級表彰式

2,000 1,400

トライアスロン お台場海浜公園 2020-08-29 07:30 12:30

男子 PTS4 ／
女子 PTS2 ／
男子 PTS5 ／
女子 PTS5 ／
男子 PTS4 表彰式 ／
女子 PTS2 表彰式 ／
男子 PTS5 表彰式 ／
女子 PTS5 表彰式

3,000 1,400

トライアスロン お台場海浜公園 2020-08-30 07:30 12:30

男子 PTWC ／
女子 PTWC ／
男子 PTVI ／
女子 PTVI ／
男子 PTWC 表彰式 ／
女子 PTWC 表彰式 ／
男子 PTVI 表彰式 ／
女子 PTVI 表彰式

3,000 1,400

車いすバスケットボール 武蔵野の森総合スポーツプラザ 2020-08-26 09:00 13:00 女子予選（2試合） 4,000 2,400

車いすバスケットボール 武蔵野の森総合スポーツプラザ 2020-08-26 14:45 18:45 女子予選（2試合） 4,000 2,400

車いすバスケットボール 武蔵野の森総合スポーツプラザ 2020-08-26 20:30 22:15 男子予選 4,000 2,400

車いすバスケットボール 武蔵野の森総合スポーツプラザ 2020-08-27 09:00 13:00 女子予選（2試合） 4,000 2,400

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2020-08-27 09:00 13:00 男子予選（2試合） 4,000 2,400

車いすバスケットボール 武蔵野の森総合スポーツプラザ 2020-08-27 14:45 18:45 男子予選（2試合） 4,000 2,400

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2020-08-27 14:45 18:45 男子予選 ／
女子予選

4,000 2,400

車いすバスケットボール 武蔵野の森総合スポーツプラザ 2020-08-27 20:30 22:15 男子予選 4,000 2,400

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2020-08-27 20:30 22:15 女子予選 4,000 2,400

車いすバスケットボール 武蔵野の森総合スポーツプラザ 2020-08-28 09:00 13:00 男子予選（2試合） 4,000 2,400

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2020-08-28 09:00 13:00 女子予選（2試合） 4,000 2,400

車いすバスケットボール 武蔵野の森総合スポーツプラザ 2020-08-28 14:45 18:45 男子予選 ／
女子予選

4,000 2,400

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2020-08-28 14:45 18:45 男子予選（2試合） 4,000 2,400

車いすバスケットボール 武蔵野の森総合スポーツプラザ 2020-08-28 20:30 22:15 女子予選 4,000 2,400

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2020-08-28 20:30 22:15 男子予選 4,000 2,400

車いすバスケットボール 武蔵野の森総合スポーツプラザ 2020-08-29 09:00 13:00 女子予選（2試合） 4,000 2,400

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2020-08-29 09:00 13:00 男子予選（2試合） 4,000 2,400

車いすバスケットボール 武蔵野の森総合スポーツプラザ 2020-08-29 14:45 18:45 男子予選（2試合） 4,000 2,400

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2020-08-29 14:45 18:45 男子予選 ／
女子予選

4,000 2,400

車いすバスケットボール 武蔵野の森総合スポーツプラザ 2020-08-29 20:30 22:15 男子予選 4,000 2,400

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2020-08-29 20:30 22:15 女子予選 4,000 2,400

車いすバスケットボール 武蔵野の森総合スポーツプラザ 2020-08-30 09:00 13:00 男子予選（2試合） 4,000 2,400

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2020-08-30 09:00 13:00 女子予選（2試合） 4,000 2,400

車いすバスケットボール 武蔵野の森総合スポーツプラザ 2020-08-30 14:45 18:45 男子予選 ／
女子予選

4,000 2,400

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2020-08-30 14:45 18:45 男子予選（2試合） 4,000 2,400

車いすバスケットボール 武蔵野の森総合スポーツプラザ 2020-08-30 20:30 22:15 女子予選 4,000 2,400

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2020-08-30 20:30 22:15 男子予選 4,000 2,400

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2020-08-31 09:00 13:00 男子予選（2試合） 4,000 2,400

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2020-08-31 14:45 18:45 男子予選（2試合） 4,000 2,400

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2020-08-31 20:30 22:15 男子予選 4,000 2,400

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2020-09-01 09:00 10:45 女子9-10位決定戦 5,000 2,800

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2020-09-01 12:30 16:30 女子準々決勝（2試合） 5,000 2,800

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2020-09-01 18:15 22:15 女子準々決勝（2試合） 5,000 2,800

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2020-09-02 09:00 10:45 男子11-12位決定戦 5,000 2,800

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2020-09-02 12:30 16:30 男子準々決勝（2試合） 5,000 2,800

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2020-09-02 18:15 22:15 男子準々決勝（2試合） 5,000 2,800

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2020-09-03 12:30 16:30 男子9-10位決定戦 ／
女子7-8位決定戦

5,000 2,800

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2020-09-03 18:15 22:15 女子準決勝（2試合） 5,000 2,800

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2020-09-04 12:30 16:30 男子7-8位決定戦 ／
女子5-6位決定戦

5,000 2,800

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2020-09-04 18:15 22:15 男子準決勝（2試合） 5,000 2,800

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2020-09-05 14:15 16:00 男子5-6位決定戦 5,000 2,800

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2020-09-05 17:45 22:00
女子3位決定戦 ／
女子決勝 ／
女子表彰式

7,000 3,200

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2020-09-06 10:00 14:15
男子3位決定戦 ／
男子決勝 ／
男子表彰式

7,000 3,200

車いすフェンシング 幕張メッセ Bホール 2020-08-26 09:00 14:00

男子サーブル個人 カテゴリーA 予選 - プール ／
男子サーブル個人 カテゴリーB 予選 - プール ／
女子サーブル個人 カテゴリーA 予選 - プール ／
女子サーブル個人 カテゴリーB 予選 - プール ／
男子サーブル個人 カテゴリーA 決勝トーナメント ／
男子サーブル個人 カテゴリーB 決勝トーナメント ／
女子サーブル個人 カテゴリーA 決勝トーナメント ／
女子サーブル個人 カテゴリーB 決勝トーナメント ／
男子サーブル個人 カテゴリーA 準々決勝 ／
男子サーブル個人 カテゴリーB 準々決勝 ／
女子サーブル個人 カテゴリーA 準々決勝 ／
女子サーブル個人 カテゴリーB 準々決勝

1,800 900

車いすフェンシング 幕張メッセ Bホール 2020-08-26 15:30 20:00

男子サーブル個人 カテゴリーA 準決勝 ／
男子サーブル個人 カテゴリーB 準決勝 ／
女子サーブル個人 カテゴリーA 準決勝 ／
女子サーブル個人 カテゴリーB 準決勝 ／
男子サーブル個人 カテゴリーA 3位決定戦 ／
男子サーブル個人 カテゴリーB 3位決定戦 ／
女子サーブル個人 カテゴリーA 3位決定戦 ／
女子サーブル個人 カテゴリーB 3位決定戦 ／
男子サーブル個人 カテゴリーA 決勝 ／
男子サーブル個人 カテゴリーB 決勝 ／
女子サーブル個人 カテゴリーA 決勝 ／
女子サーブル個人 カテゴリーB 決勝 ／
男子サーブル個人 カテゴリーA 表彰式 ／
男子サーブル個人 カテゴリーB 表彰式 ／
女子サーブル個人 カテゴリーA 表彰式 ／
女子サーブル個人 カテゴリーB 表彰式

2,400 1,600
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車いすフェンシング 幕張メッセ Bホール 2020-08-27 09:00 15:40

男子エペ個人 カテゴリーA 予選 - プール ／
男子エペ個人 カテゴリーB 予選 - プール ／
女子エペ個人 カテゴリーA 予選 - プール ／
女子エペ個人 カテゴリーB 予選 - プール ／
男子エペ個人 カテゴリーA 決勝トーナメント ／
男子エペ個人 カテゴリーB 決勝トーナメント ／
女子エペ個人 カテゴリーA 決勝トーナメント ／
女子エペ個人 カテゴリーB 決勝トーナメント ／
男子エペ個人 カテゴリーA 準々決勝 ／
男子エペ個人 カテゴリーB 準々決勝 ／
女子エペ個人 カテゴリーA 準々決勝 ／
女子エペ個人 カテゴリーB 準々決勝

1,800 900

車いすフェンシング 幕張メッセ Bホール 2020-08-27 17:00 21:30

男子エペ個人 カテゴリーA 準決勝 ／
男子エペ個人 カテゴリーB 準決勝 ／
女子エペ個人 カテゴリーA 準決勝 ／
女子エペ個人 カテゴリーB 準決勝 ／
男子エペ個人 カテゴリーA 3位決定戦 ／
男子エペ個人 カテゴリーB 3位決定戦 ／
女子エペ個人 カテゴリーA 3位決定戦 ／
女子エペ個人 カテゴリーB 3位決定戦 ／
男子エペ個人 カテゴリーA 決勝 ／
男子エペ個人 カテゴリーB 決勝 ／
女子エペ個人 カテゴリーA 決勝 ／
女子エペ個人 カテゴリーB 決勝 ／
男子エペ個人 カテゴリーA 表彰式 ／
男子エペ個人 カテゴリーB 表彰式 ／
女子エペ個人 カテゴリーA 表彰式 ／
女子エペ個人 カテゴリーB 表彰式

2,400 1,600

車いすフェンシング 幕張メッセ Bホール 2020-08-28 08:30 16:00

男子エペ団体予選 ／
女子エペ団体予選／
男子エペ団体準決勝 ／
女子エペ団体準決勝

1,800 900

車いすフェンシング 幕張メッセ Bホール 2020-08-28 17:30 21:00

男子エペ団体3位決定戦 ／
女子エペ団体3位決定戦 ／
男子エペ団体決勝 ／
女子エペ団体決勝 ／
男子エペ団体表彰式 ／
女子エペ団体表彰式

2,400 1,600

車いすフェンシング 幕張メッセ Bホール 2020-08-29 09:00 15:00

男子フルーレ個人 カテゴリー A 予選 - プール ／
男子フルーレ個人 カテゴリー B 予選 - プール ／
女子フルーレ個人 カテゴリー A 予選 - プール ／
女子フルーレ個人 カテゴリー B 予選 - プール ／
男子フルーレ個人 カテゴリー A 決勝トーナメント ／
男子フルーレ個人 カテゴリー B 決勝トーナメント ／
女子フルーレ個人 カテゴリー A 決勝トーナメント ／
女子フルーレ個人 カテゴリー B 決勝トーナメント ／
男子フルーレ個人 カテゴリー A 準々決勝 ／
男子フルーレ個人 カテゴリー B 準々決勝 ／
女子フルーレ個人 カテゴリー A 準々決勝 ／
女子フルーレ個人 カテゴリー B 準々決勝

1,800 900

車いすフェンシング 幕張メッセ Bホール 2020-08-29 16:30 21:00

男子フルーレ個人 カテゴリー A 準決勝 ／
男子フルーレ個人 カテゴリー B 準決勝 ／
女子フルーレ個人 カテゴリー A 準決勝 ／
女子フルーレ個人 カテゴリー B 準決勝 ／
男子フルーレ個人 カテゴリー A 3位決定戦 ／
男子フルーレ個人 カテゴリー B 3位決定戦 ／
女子フルーレ個人 カテゴリー A 3位決定戦 ／
女子フルーレ個人 カテゴリー B 3位決定戦 ／
男子フルーレ個人 カテゴリー A 決勝 ／
男子フルーレ個人 カテゴリー B 決勝 ／
女子フルーレ個人 カテゴリー A 決勝 ／
女子フルーレ個人 カテゴリー B 決勝 ／
男子フルーレ個人 カテゴリー A 表彰式 ／
男子フルーレ個人 カテゴリー B 表彰式 ／
女子フルーレ個人 カテゴリー A 表彰式 ／
女子フルーレ個人 カテゴリー B 表彰式

2,400 1,600

車いすフェンシング 幕張メッセ Bホール 2020-08-30 08:30 16:00

男子フルーレ団体予選 ／
女子フルーレ団体予選／
男子フルーレ団体準決勝 ／
女子フルーレ団体準決勝

1,800 900

車いすフェンシング 幕張メッセ Bホール 2020-08-30 17:30 21:00

男子フルーレ団体3位決定戦 ／
女子フルーレ団体3位決定戦 ／
男子フルーレ団体決勝 ／
女子フルーレ団体決勝 ／
男子フルーレ団体表彰式 ／
女子フルーレ団体表彰式

2,400 1,600

車いすラグビー 国立代々木競技場 2020-08-26 11:30 15:45 混合予選 （2試合） 3,200 2,800 2,400

車いすラグビー 国立代々木競技場 2020-08-26 17:30 21:45 混合予選 （2試合） 3,200 2,800 2,400

車いすラグビー 国立代々木競技場 2020-08-27 11:30 15:45 混合予選 （2試合） 3,200 2,800 2,400

車いすラグビー 国立代々木競技場 2020-08-27 17:30 21:45 混合予選 （2試合） 3,200 2,800 2,400

車いすラグビー 国立代々木競技場 2020-08-28 11:30 15:45 混合予選 （2試合） 3,200 2,800 2,400

車いすラグビー 国立代々木競技場 2020-08-28 17:30 21:45 混合予選 （2試合） 3,200 2,800 2,400

車いすラグビー 国立代々木競技場 2020-08-29 11:30 16:00 混合7-8位決定戦 ／
混合準決勝

3,600 3,200 2,800

車いすラグビー 国立代々木競技場 2020-08-29 17:30 21:45 混合準決勝 ／
混合5-6位決定戦

3,600 3,200 2,800

車いすラグビー 国立代々木競技場 2020-08-30 14:00 16:00 混合3位決定戦 3,600 3,200 2,800

車いすラグビー 国立代々木競技場 2020-08-30 18:00 20:45 混合決勝 ／
混合表彰式

4,000 3,600 3,200

車いすテニス 有明テニスの森 （センターコート） 2020-08-28 11:00 20:00

男子シングルス1回戦 ／
女子シングルス1回戦 ／
クアードダブルス準々決勝
※上記にて開催の予定ですが、開催試合、開催コート、試合順は、開催当日まで変更さ
れる可能性があります。

4,000 2,400

車いすテニス 有明テニスの森 （コート1） 2020-08-28 11:00 20:00

男子シングルス1回戦 ／
女子シングルス1回戦 ／
クアードダブルス準々決勝
※上記にて開催の予定ですが、開催試合、開催コート、試合順は、開催当日まで変更さ
れる可能性があります。

4,000 2,400

車いすテニス 有明テニスの森 （コート2） 2020-08-28 11:00 20:00

男子シングルス1回戦 ／
女子シングルス1回戦 ／
クアードダブルス準々決勝
※上記にて開催の予定ですが、開催試合、開催コート、試合順は、開催当日まで変更さ
れる可能性があります。

4,000 2,400

車いすテニス 有明テニスの森 （コート3-9） 2020-08-28 11:00 20:00

男子シングルス1回戦 ／
女子シングルス1回戦 ／
クアードダブルス準々決勝
※上記にて開催の予定ですが、開催試合、開催コート、試合順は、開催当日まで変更さ
れる可能性があります。

1,800

車いすテニス 有明テニスの森 （センターコート） 2020-08-29 11:00 20:00

男子ダブルス1回戦 ／
女子シングルス2回戦 ／
女子ダブルス1回戦 ／
クアードシングルス1回戦
※上記にて開催の予定ですが、開催試合、開催コート、試合順は、開催当日まで変更さ
れる可能性があります。

4,000 2,400

車いすテニス 有明テニスの森 （コート1） 2020-08-29 11:00 20:00

男子ダブルス1回戦 ／
女子シングルス2回戦 ／
女子ダブルス1回戦 ／
クアードシングルス1回戦
※上記にて開催の予定ですが、開催試合、開催コート、試合順は、開催当日まで変更さ
れる可能性があります。

4,000 2,400

車いすテニス 有明テニスの森 （コート2） 2020-08-29 11:00 20:00

男子ダブルス1回戦 ／
女子シングルス2回戦 ／
女子ダブルス1回戦 ／
クアードシングルス1回戦
※上記にて開催の予定ですが、開催試合、開催コート、試合順は、開催当日まで変更さ
れる可能性があります。

4,000 2,400

車いすテニス 有明テニスの森 （コート3-9） 2020-08-29 11:00 20:00

男子ダブルス1回戦 ／
女子シングルス2回戦 ／
女子ダブルス1回戦 ／
クアードシングルス1回戦
※上記にて開催の予定ですが、開催試合、開催コート、試合順は、開催当日まで変更さ
れる可能性があります。

1,800
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別添2

車いすテニス 有明テニスの森 （センターコート） 2020-08-30 11:00 20:00

男子シングルス2回戦 ／
男子ダブルス2回戦 ／
女子ダブルス準々決勝 ／
クアードシングルス準々決勝
※上記にて開催の予定ですが、開催試合、開催コート、試合順は、開催当日まで変更さ
れる可能性があります。

4,000 2,400

車いすテニス 有明テニスの森 （コート1） 2020-08-30 11:00 20:00

男子シングルス2回戦 ／
男子ダブルス2回戦 ／
女子ダブルス準々決勝 ／
クアードシングルス準々決勝
※上記にて開催の予定ですが、開催試合、開催コート、試合順は、開催当日まで変更さ
れる可能性があります。

4,000 2,400

車いすテニス 有明テニスの森 （コート2） 2020-08-30 11:00 20:00

男子シングルス2回戦 ／
男子ダブルス2回戦 ／
女子ダブルス準々決勝 ／
クアードシングルス準々決勝
※上記にて開催の予定ですが、開催試合、開催コート、試合順は、開催当日まで変更さ
れる可能性があります。

4,000 2,400

車いすテニス 有明テニスの森 （コート3-9） 2020-08-30 11:00 20:00

男子シングルス2回戦 ／
男子ダブルス2回戦 ／
女子ダブルス準々決勝 ／
クアードシングルス準々決勝
※上記にて開催の予定ですが、開催試合、開催コート、試合順は、開催当日まで変更さ
れる可能性があります。

1,800

車いすテニス 有明テニスの森 （センターコート） 2020-08-31 11:00 20:00

男子シングルス3回戦 ／
男子ダブルス準々決勝 ／
女子シングルス準々決勝 ／
クアードダブルス準決勝
※上記にて開催の予定ですが、開催試合、開催コート、試合順は、開催当日まで変更さ
れる可能性があります。

5,000 2,800

車いすテニス 有明テニスの森 （コート1） 2020-08-31 11:00 20:00

男子シングルス3回戦 ／
男子ダブルス準々決勝 ／
女子シングルス準々決勝 ／
クアードダブルス準決勝
※上記にて開催の予定ですが、開催試合、開催コート、試合順は、開催当日まで変更さ
れる可能性があります。

5,000 2,800

車いすテニス 有明テニスの森 （コート2） 2020-08-31 11:00 20:00

男子シングルス3回戦 ／
男子ダブルス準々決勝 ／
女子シングルス準々決勝
※上記にて開催の予定ですが、開催試合、開催コート、試合順は、開催当日まで変更さ
れる可能性があります。

4,000 2,400

車いすテニス 有明テニスの森 （コート3-9） 2020-08-31 11:00 20:00

男子シングルス3回戦 ／
男子ダブルス準々決勝 ／
女子シングルス準々決勝
※上記にて開催の予定ですが、開催試合、開催コート、試合順は、開催当日まで変更さ
れる可能性があります。

1,800

車いすテニス 有明テニスの森 （センターコート） 2020-09-01 11:00 19:00

男子シングルス準々決勝 ／
男子ダブルス準決勝 ／
女子ダブルス準決勝 ／
クアードシングルス準決勝
※上記にて開催の予定ですが、開催試合、開催コート、試合順は、開催当日まで変更さ
れる可能性があります。

5,000 2,800

車いすテニス 有明テニスの森 （コート1） 2020-09-01 11:00 19:00

男子シングルス準々決勝 ／
男子ダブルス準決勝 ／
女子ダブルス準決勝 ／
クアードシングルス準決勝
※上記にて開催の予定ですが、開催試合、開催コート、試合順は、開催当日まで変更さ
れる可能性があります。

5,000 2,800

車いすテニス 有明テニスの森 （コート2） 2020-09-01 11:00 19:00
男子シングルス準々決勝
※上記にて開催の予定ですが、開催試合、開催コート、試合順は、開催当日まで変更さ
れる可能性があります。

4,000 2,400

車いすテニス 有明テニスの森 （コート3） 2020-09-01 11:00 19:00
男子シングルス準々決勝
※上記にて開催の予定ですが、開催試合、開催コート、試合順は、開催当日まで変更さ
れる可能性があります。

1,800

車いすテニス 有明テニスの森 （センターコート） 2020-09-02 11:00 18:00

男子シングルス準決勝 ／
女子シングルス準決勝 ／
クアードダブルス決勝 ／
クアードダブルス表彰式
※上記にて開催の予定ですが、開催試合、開催コート、試合順は、開催当日まで変更さ
れる可能性があります。

6,500 3,200

車いすテニス 有明テニスの森 （コート1） 2020-09-02 11:00 18:00

男子シングルス準決勝 ／
女子シングルス準決勝 ／
女子ダブルス3位決定戦 ／
クアードダブルス3位決定戦
※上記にて開催の予定ですが、開催試合、開催コート、試合順は、開催当日まで変更さ
れる可能性があります。

5,000 2,800

車いすテニス 有明テニスの森 （コート2） 2020-09-02 11:00 18:00
女子シングルス準決勝
※上記にて開催の予定ですが、開催試合、開催コート、試合順は、開催当日まで変更さ
れる可能性があります。

5,000 2,800

車いすテニス 有明テニスの森 （センターコート） 2020-09-03 12:00 18:00

男子シングルス3位決定戦 ／
男子ダブルス3位決定戦 ／
クアードシングルス決勝 ／
クアードシングルス表彰式
※上記にて開催の予定ですが、開催試合、開催コート、試合順は、開催当日まで変更さ
れる可能性があります。

6,500 3,200

車いすテニス 有明テニスの森 （コート1） 2020-09-03 12:00 18:00

女子シングルス3位決定戦 ／
クアードシングルス3位決定戦
※上記にて開催の予定ですが、開催試合、開催コート、試合順は、開催当日まで変更さ
れる可能性があります。

5,000 2,800

車いすテニス 有明テニスの森 （センターコート） 2020-09-04 12:00 17:00

男子ダブルス決勝 ／
男子ダブルス表彰式 ／
女子シングルス決勝 ／
女子シングルス表彰式
※上記にて開催の予定ですが、開催試合、開催コート、試合順は、開催当日まで変更さ
れる可能性があります。

6,500 3,200

車いすテニス 有明テニスの森 （センターコート） 2020-09-05 12:00 17:00

女子ダブルス決勝 ／
女子ダブルス表彰式 ／
男子シングルス決勝 ／
男子シングルス表彰式
※上記にて開催の予定ですが、開催試合、開催コート、試合順は、開催当日まで変更さ
れる可能性があります。

6,500 3,200

※ 競技スケジュールは２０１９年８月１３日現在となります。
※ 各競技の価格やセッションタイプは変更となる場合があります。
※ チケット価格は全て日本円・税込みとなります。
※ 車いすの席の価格は、各セッションの一般席の最低価格席種と同額となります。同伴者席は車いす価格と同価格になります。
※ オリンピックスタジアムの車いす席は、１層エリアと2・3層エリアの２種類の価格となります。その他の会場の車いす席は１種類の価格となります。
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