
 

 

   

  

 

東京2020大会オリンピック公式チケットの 

販売概要の公表について 

 

１ これまでの経緯 

○ 平成30年7月20日 組織委員会が、競技別の価格帯や企画チケット、

スケジュールなどの公式チケット概要を公表。チケット販売に向け

たＰＲ活動を展開 

○ 平成31年1月30日 組織委員会が、より具体的な販売方法を紹

介する販売概要を公表 

 

２ 主な公表内容 

（１）チケットの販売方法 

○ 公式チケット販売サイト 

・抽選申込：2019年春から開始、6月中旬以降に抽選結果発表 

・先着順販売：2019年秋以降実施 

○ 窓口販売 

   ・都内に設置予定のチケット販売所にて、2020年春以降実施 
 

（２）チケットの概要 

○ 一般チケットについて、席の種類ごとの価格を公表 

○ 車いすユーザー向けチケットとして、開閉会式、全競技のセッション

を対象に、同伴者の方と一緒に観戦できるチケットを設定 

   ○ 2020円で販売される「東京2020みんなで応援チケット」の対象者は、

12歳未満の子ども、60歳以上のシニアの方、障害のある方を1名以上

含む家族やグループ 
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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-2019-019> 

 2019年 1月 30日 

 

東京 2020大会オリンピック公式チケットの販売概要について 

～奇跡をつくる、1人になろう。～ 

 

 東京 2020 組織委員会は、東京 2020 大会オリンピック公式チケットの販売概要について、以下の

とおりお知らせいたします。 

 

■ 概 要 

1．チケット販売時期等 

東京 2020 大会（オリンピック・パラリンピック）を観戦いただくためのチケットについて、

2019年春に、東京 2020大会公式チケット販売サイトで抽選申込を開始いたします。 

 

【東京 2020大会オリンピック公式チケット販売スケジュール】 
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2． チケットの価格詳細 

別紙のとおり 

 

3． 企画チケットの種類 

2019年春に抽選申込を開始する東京 2020大会オリンピック公式チケットには、以下のような

種類があります。 

 

（1） 一般チケット 

✓ 17日間にわたる 33競技のチケットを販売します。 

✓ チケットは A 席から E 席まで最大 5 種類のチケットを設定しています。半分以上

のチケットの価格が、8,000円以下です。各席種の販売価格は、別添価格表をご参

照ください。 

（2） 車いすユーザー向けチケット 

✓ 車いすを使用される方およびその同伴者の方が一緒に観戦できるチケットです。 

✓ 開閉会式、全競技のセッションでご用意しています。 

✓ 価格は現在検討中です。 

（3） 東京 2020みんなで応援チケット 

✓ 12歳未満の子ども、60歳以降のシニアの方、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、グループ向けの観戦チケットです。 

✓ 開閉会式、全競技のセッションでご用意しています。 

✓ 価格は、1枚 2,020円となります。抽選販売にて予定枚数に達した場合、以降の販

売はありません。 

✓ 対象となる人数制限、予定販売枚数については、現在検討中です。 

 

また、上記チケットとは別に、2019年春以降、以下のような東京 2020大会オリンピック公式

チケットを販売する予定です。 
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（4） 東京 2020オリンピック公式ホスピタリティパッケージ 

✓ 観戦チケットに加え、会場内の施設で飲食やラウンジ提供などの高付加価値サービ

スがついたホスピタリティパッケージのチケットです。 

✓ 陸上、テニス、水泳などの 10 以上の競技会場で実施予定です。法人・個人の一般

観客の方に販売します。 

✓ 価格や内容の詳細については、現在検討中です。 

※東京 2020オリンピック公式ホスピタリティパッケージの他に、観戦チケットに加え、

大会関連グッズやお土産等とセットなったチケットプログラム（東京 2020チケットプ

ラス（仮称)）の販売を計画しています。主に大規模な競技会場を対象とし、公式チケッ

ト販売サイトでの販売を想定しています。 

（5） 東京 2020オリンピック公式観戦ツアー 

✓ 日本国内各地から競技会場へ足を運んでもらうため、チケットと宿泊や交通機関等

をパッケージにした観戦ツアーを、東京 2020オフィシャル旅行サービスパートナ

ーである以下の旅行会社 3社が販売するものです。 

- ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社 

- 株式会社 JTB 

- 東武トップツアーズ株式会社 

✓ 観戦競技全般を対象としており、法人・個人の一般観客の方に販売します。 

✓ 価格や内容の詳細については、各旅行会社によって異なります。 

（6） 学校連携観戦プログラム  ＊一般販売はいたしません。 

✓ より多くの子どもたちに、会場観戦を通して、スポーツの素晴らしさや世界中の

人々と交流することの楽しさを体験し、一生の財産として、心に残る機会を提供す

るチケットプログラムです。 

✓ 価格は、1枚 2,020円です。100万人以上の子どもたちに観戦いただくことを目標

としています。 

✓ 全国各地の小学校から高校および特別支援学校などの児童・生徒を対象として、各

自治体にご案内の上、一般販売とは別に販売します。 

 

4． チケットの支払い方法等 

チケット代金のお支払いにあたっては、Visaブランドでのカードによる決済またはコンビニエ

ンスストアでの現金払い（手数料 432円）が可能です。また、紙チケットで受取る場合は、発

行手数料 324円及び配送手数料 864円が必要となります。 
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5． チケット購入の流れ 

 

 

 

※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 1月 28日現在、登録件数は約 125万件となっています。 

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

 

6． チケット不正転売防止について 

東京 2020 組織委員会が指定する販売方法以外では、チケットは購入できません。公式販売チ

ャネル以外から、絶対にチケットを購入しないでください。 

オークションサイトなどの非公式チャネルには、無効なチケットや偽チケットが出品される恐

れがあります。また非公式チャネルで購入されたチケットでは、会場にご入場いただけません。

不正転売や詐欺行為等の被害にあわないよう、十分ご注意ください。 

https://id.tokyo2020.org/
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  【その他関連事項】 

✓ 競技の詳細な日程、詳細な購入方法等（東京 2020 大会公式チケット販売サイトのオープン、

抽選申込期間など）は今後、決まり次第、東京 2020 組織委員会公式ウェブサイトでご案内し

ます。 

✓ 大会計画や競技スケジュール等により、価格や販売開始時期等は変更となる場合があります。 

✓ 海外在住者向けの販売事業者・販売時期は、各国によって異なります。 

 

【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：03-3502-8874 

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 

mailto:pressoffice@tokyo2020.jp
https://tokyo2020.org/
https://www.facebook.com/tokyo2020/
https://www.instagram.com/tokyo2020/
https://line.me/R/ti/p/%40tokyo2020
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Olympic Games Tokyo 2020  

チケット価格一覧 

 

2019 年１月 
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TOKYO2020 Olympic Ticket pricing 

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 

水泳 

（アーティスティックスイミング） 
東京アクアティクスセンター 

予選 女子 ¥13,800 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000  

決勝 女子 ¥45,000 ¥36,000 ¥17,500 ¥5,800  

水泳（飛込） 東京アクアティクスセンター 

予選 男女 ¥10,000 ¥8,000 ¥5,800 ¥3,500  

準決勝 男女 ¥12,500 ¥10,000 ¥7,000 ¥5,000  

決勝 男女 ¥30,500 ¥24,500 ¥12,500 ¥8,000  

水泳（マラソンスイミング） お台場海浜公園 決勝 男女 ¥5,500 ¥3,500    

水泳（競泳） 東京アクアティクスセンター 

予選 男女 ¥37,500 ¥30,000 ¥10,000 ¥5,800  

決勝 男女 ¥108,000 ¥72,000 ¥36,500 ¥11,800  

水泳（水球） 東京辰巳国際水泳場 

予選 男女 ¥10,000 ¥8,000 ¥3,000   

準々決勝 男女 ¥12,500 ¥10,000 ¥4,500   

準決勝/3 位決定戦 男女 ¥14,500 ¥11,500 ¥4,500   

決勝 男女 ¥18,000 ¥14,500 ¥5,000   

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 

予選 男女 ¥3,000     

決勝 男女 ¥7,000     

陸上競技 オリンピックスタジアム 

午前予選 男女 ¥13,500 ¥11,000 ¥9,500 ¥6,000 ¥3,000 

午前決勝 男女 ¥25,000 ¥19,000 ¥14,500 ¥7,000 ¥4,000 

午前決勝 ※1 男女 ¥30,000 ¥21,000 ¥16,000 ¥8,000 ¥5,000 

午後決勝 男女 ¥67,500 ¥54,000 ¥30,000 ¥10,000 ¥5,800 

午後決勝 ※2 男女 ¥130,000 ¥108,000 ¥41,500 ¥11,800 ¥5,800 

陸上競技（マラソン） オリンピックスタジアム 決勝 男子 ¥6,000 ¥4,000 ¥2,500   

陸上競技（競歩） 皇居外苑 決勝 男女 チケット販売はいたしません。 

バドミントン 武蔵野の森総合スポーツプラザ 

予選 男女 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000  

準々決勝/準決勝/3 位

決定戦 
男女 ¥21,000 ¥16,800 ¥12,800 ¥7,500  

決勝 男女 ¥45,000 ¥36,000 ¥17,500 ¥8,000  

野球 

福島あづま球場 予選 

男子 

¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000  

横浜スタジアム 

予選 ¥15,500 ¥12,000 ¥8,000 ¥4,000  

ノックアウトステージ ¥23,000 ¥18,000 ¥12,000 ¥6,000  

準決勝 ¥31,000 ¥24,000 ¥16,000 ¥8,000  

3 位決定戦 ¥45,000 ¥36,000 ¥20,000 ¥9,000  

決勝 ¥67,500 ¥54,000 ¥30,000 ¥10,000  
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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 

バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 

予選 

男子 

¥24,500 ¥17,500 ¥12,500 ¥5,800  

準々決勝 ¥54,000 ¥43,500 ¥30,000 ¥10,000  

準決勝/3 位決定戦 ¥72,000 ¥57,500 ¥36,500 ¥11,800  

決勝 ¥108,000 ¥60,500 ¥41,500 ¥18,800  

予選 

女子 

¥10,000 ¥8,000 ¥5,000 ¥3,000  

準々決勝 ¥18,000 ¥14,500 ¥9,500 ¥6,000  

準決勝/3 位決定戦 ¥25,500 ¥20,000 ¥12,800 ¥7,500  

決勝 ¥45,000 ¥36,000 ¥17,500 ¥8,000  

バスケットボール（3x3） 青海アーバンスポーツパーク 

予選 男女 ¥11,000 ¥8,000 ¥3,000   

準々決勝 男女 ¥15,000 ¥10,000 ¥5,000   

準決勝 男女 ¥16,000 ¥12,000 ¥7,000   

決勝 男女 ¥18,000 ¥15,000 ¥9,000   

ボクシング 国技館 調整中 

カヌー（スラローム） カヌー・スラロームセンター 

予選 男女 ¥5,500 ¥4,000 ¥3,000   

決勝 男女 ¥10,000 ¥7,000 ¥5,000   

カヌー（スプリント） 海の森水上競技場 

予選 男女 ¥5,500 ¥3,500 ¥3,000   

決勝 男女 ¥9,500 ¥5,800 ¥5,000   

自転車競技（BMX フリースタイル） 有明アーバンスポーツパーク 

予選 男女 ¥4,000 ¥2,500    

決勝 男女 ¥10,000 ¥5,000    

自転車競技（BMX レーシング） 有明アーバンスポーツパーク 

準々決勝 男女 ¥5,500 ¥3,000    

決勝 男女 ¥12,500 ¥7,000    

自転車競技（マウンテンバイク） 伊豆 MTB コース 決勝 男女 ¥5,000     

自転車競技（ロード） 富士スピードウェイ 決勝 男女 ¥5,500 ¥3,500    

自転車競技（トラック） 伊豆ベロドローム 決勝 男女 ¥14,500 ¥8,000 ¥4,000   

馬術（馬場馬術） 馬事公苑 

予選 男女 ¥6,500 ¥5,000 ¥3,000   

決勝 男女 ¥16,000 ¥11,000 ¥5,500   

馬術（総合馬術/馬場） 馬事公苑 予選 男女 ¥6,500 ¥5,000 ¥3,000   

馬術（総合馬術/クロスカントリー） 海の森クロスカントリーコース 予選 男女 ¥4,000     

馬術（総合馬術/障害） 馬事公苑 決勝 男女 ¥16,000 ¥11,000 ¥5,500   

馬術（障害馬術） 馬事公苑 

予選 男女 ¥6,500 ¥5,000 ¥3,000   

決勝 男女 ¥16,000 ¥11,000 ¥5,500   
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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 

フェンシング 幕張メッセ B ホール 

予選 男女 ¥7,500 ¥3,000    

決勝 男女 ¥11,500 ¥6,500    

 

 

 

 

 

 

サッカー 

東京スタジアム 

予選（２試合） 

男子 

¥9,800 ¥6,500 ¥5,500 ¥3,000  

札幌ドーム ¥9,800 ¥6,500 ¥5,500 ¥3,000  

茨城カシマスタジアム ¥9,800 ¥6,500 ¥5,500 ¥3,000  

横浜国際総合競技場 ¥9,800 ¥6,500 ¥5,500 ¥3,000  

宮城スタジアム ¥9,800 ¥6,500 ¥5,500 ¥3,000  

埼玉スタジアム 2002 ¥9,800 ¥6,500 ¥5,500 ¥3,000  

宮城スタジアム 

準々決勝 

¥21,000 ¥12,800 ¥7,500 ¥5,800  

茨城カシマスタジアム ¥21,000 ¥12,800 ¥7,500 ¥5,800  

埼玉スタジアム 2002 ¥21,000 ¥12,800 ¥7,500 ¥5,800  

横浜国際総合競技場 ¥21,000 ¥12,800 ¥7,500 ¥5,800  

茨城カシマスタジアム 

準決勝 

¥30,500 ¥17,500 ¥12,500 ¥7,500  

埼玉スタジアム 2002 ¥30,500 ¥17,500 ¥12,500 ¥7,500  

埼玉スタジアム 2002 3 位決定戦 ¥30,500 ¥17,500 ¥12,500 ¥7,500  

横浜国際総合競技場 決勝 ¥67,500 ¥30,000 ¥15,000 ¥9,800  

埼玉スタジアム 2002 

予選 (1 試合) 

女子 

¥6,500 ¥4,500 ¥3,500 ¥2,500  

横浜国際総合競技場 ¥6,500 ¥4,500 ¥3,500 ¥2,500  

東京スタジアム 

予選 (2 試合) 

¥8,000 ¥6,000 ¥4,000 ¥3,000  

札幌ドーム ¥8,000 ¥6,000 ¥4,000 ¥3,000  

宮城スタジアム ¥8,000 ¥6,000 ¥4,000 ¥3,000  

茨城カシマスタジアム ¥8,000 ¥6,000 ¥4,000 ¥3,000  

埼玉スタジアム 2002 ¥8,000 ¥6,000 ¥4,000 ¥3,000  

宮城スタジアム 

準々決勝 

¥15,500 ¥8,000 ¥6,000 ¥4,000  

茨城カシマスタジアム ¥15,500 ¥8,000 ¥6,000 ¥4,000  

埼玉スタジアム 2002 ¥15,500 ¥8,000 ¥6,000 ¥4,000  

横浜国際総合競技場 ¥15,500 ¥8,000 ¥6,000 ¥4,000  

茨城カシマスタジアム 

準決勝 

¥21,000 ¥12,800 ¥7,500 ¥5,800  

横浜国際総合競技場 ¥21,000 ¥12,800 ¥7,500 ¥5,800  

茨城カシマスタジアム 3 位決定戦 ¥21,000 ¥12,800 ¥7,500 ¥5,800  

オリンピックスタジアム 決勝 ¥45,000 ¥24,500 ¥12,500 ¥7,500  



 

5   Tokyo 2020 Olympic Games チケット価格一覧 ※価格は変更となる場合があります。 

 

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 

ゴルフ 霞ヶ関カンツリー倶楽部 

予選 男女 ¥7,000     

決勝 男女 ¥10,000     

体操（体操競技） 有明体操競技場 

予選 男女 ¥25,500  ¥10,500  ¥4,000      

決勝 男女 ¥72,000  ¥36,500  ¥11,800      

体操（新体操） 有明体操競技場 

予選 女子 ¥12,000  ¥9,500  ¥4,000      

決勝 女子 ¥36,000  ¥17,500  ¥5,800      

体操（トランポリン） 有明体操競技場 決勝 男女 ¥16,000  ¥11,000  ¥5,500      

ハンドボール 国立代々木競技場 

予選 男女 ¥9,500  ¥5,800  ¥3,500      

準々決勝 男女 ¥10,000  ¥7,000  ¥4,000      

準決勝 男女 ¥11,500  ¥7,800  ¥5,500      

3 位決定戦 男女 ¥12,800  ¥8,000  ¥5,500      

決勝 男女 ¥20,000  ¥12,800  ¥7,500      

ホッケー 大井ホッケー競技場 

予選 男女 ¥4,000  ¥2,500        

準々決勝 男女 ¥7,500  ¥4,500        

準決勝/3 位決定戦 男女 ¥9,500  ¥5,000        

決勝 男女 ¥10,000  ¥6,000        

柔道 日本武道館 

予選 男女 ¥15,500  ¥12,000  ¥8,000  ¥4,000    

決勝 男女 ¥54,000  ¥43,500  ¥30,000  ¥10,000    

空手 日本武道館 

予選 男女 ¥8,000  ¥6,500  ¥5,000  ¥3,500    

決勝 男女 ¥12,800  ¥11,000  ¥7,000  ¥5,500    

近代五種 

武蔵野の森総合スポーツプラザ 予選 男女 ¥2,500          

東京スタジアム 決勝 男女 ¥4,000  ¥2,500        

ボート 海の森水上競技場 

予選 男女 ¥5,500  ¥3,500  ¥3,000      

決勝 男女 ¥9,500  ¥5,800  ¥5,000      

ラグビー 東京スタジアム 

予選 

男子 

¥10,000  ¥8,000  ¥5,000  ¥3,500    

準々決勝 ¥14,500  ¥11,500  ¥6,500  ¥4,000    

準決勝 ¥16,000  ¥12,500  ¥7,000  ¥5,500    

決勝 ¥25,500  ¥20,000  ¥12,500  ¥7,500    

予選 女子 ¥7,500  ¥5,000  ¥4,000  ¥2,500    



 

6   Tokyo 2020 Olympic Games チケット価格一覧 ※価格は変更となる場合があります。 

 

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 

準々決勝 ¥10,000  ¥7,000  ¥5,000  ¥3,500    

準決勝 ¥11,500  ¥7,800  ¥5,500  ¥4,000    

決勝 ¥14,500  ¥9,500  ¥6,000  ¥4,500    

セーリング 江の島ヨットハーバー 

予選 男女 ¥3,000          

決勝 男女 ¥5,500          

射撃 陸上自衛隊朝霞訓練場  

予選 

(クレー / 

 ライフル＆ピストル) 

男女 ¥2,500          

決勝 

(クレー /  

ライフル＆ピストル) 

男女 ¥4,000          

予選＆決勝 

(ライフル＆ピストル) 
男女 ¥5,500          

スケートボード 有明アーバンスポーツパーク 

決勝 男子 ¥11,500  ¥5,500        

決勝 女子 ¥8,000  ¥4,000        

ソフトボール 

福島あづま球場 予選 (3 試合) 

女子 

 ¥12,500   ¥10,000   ¥7,000   ¥3,500    

横浜スタジアム 

予選 (1 試合)  ¥8,000   ¥7,000   ¥5,000   ¥2,500   

予選 (2 試合)  ¥12,500   ¥10,000   ¥7,000   ¥3,500   

３位決定戦  ¥18,000   ¥14,500   ¥8,000   ¥4,000   

決勝  ¥25,500  ¥20,000   ¥12,800   ¥7,500    

スポーツクライミング 青海アーバンスポーツパーク 

予選 男女 ¥5,000  ¥3,000        

決勝 男女 ¥12,500  ¥6,000        

サーフィン 
 

釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ 予選/決勝 男女 ¥3,000         

卓球 東京体育館 

予選 男女 ¥9,800  ¥6,500  ¥3,500      

準々決勝 男女 ¥12,800  ¥8,000  ¥5,500      

準決勝/3 位決定戦 男女 ¥14,500  ¥9,500  ¥6,000      

決勝 男女 ¥36,000  ¥17,500  ¥8,000      

テコンドー 幕張メッセ A ホール 

予選 男女 ¥5,500  ¥4,000  ¥3,000      

決勝 男女 ¥9,500  ¥6,500  ¥5,000      

テニス 

有明テニスの森 

 (センターコート) 
予選 男女 ¥12,000  ¥9,500  ¥6,000  ¥4,000    

有明テニスの森 

 (コート 1) 
予選 男女 ¥12,000  ¥9,500  ¥6,000      

有明テニスの森((コート 2) 予選 男女 ¥12,000  ¥9,500        

有明テニスの森 

 (コート 3-11) 
予選/準々決勝 男女 ¥3,000          



 

7   Tokyo 2020 Olympic Games チケット価格一覧 ※価格は変更となる場合があります。 

 

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 

※1 本セッションは陸上競技の決勝と女子マラソン決勝を含むセッションとなります。 

※2 本セッションは男子 100m 決勝、男子 4 x 100m リレー決勝、女子 4 x 100m リレー決勝、男子 4 x 400m リレー決

勝、女子 4 x 400m リレー決勝のいずれかを含むセッションとなります。 

 

【注意事項】 

※2019 年 1 月 30 日時点の情報となります。 

※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。 

 

 

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 

Tokyo2020.org 

有明テニスの森 

 (センターコート) 
準々決勝/準決勝 男女 ¥20,000  ¥16,800  ¥12,800  ¥7,500    

有明テニスの森 

 (コート 1) 
準々決勝/準決勝 男女 ¥20,000  ¥16,800  ¥12,800      

有明テニスの森 

 (コート 2) 
準々決勝/準決勝 男女 ¥20,000  ¥16,800        

有明テニスの森 

 (コート 1) 
準決勝/3 位決定戦 男女 ¥24,500  ¥17,500  ¥8,000      

有明テニスの森 

 (センターコート) 
決勝 男女 ¥54,000  ¥43,500  ¥30,000  ¥10,000    

トライアスロン お台場海浜公園 決勝 男女 ¥8,000  ¥4,000        

バレーボール 有明アリーナ 

予選 男女 ¥13,500  ¥11,000  ¥7,000  ¥4,000    

準々決勝 男女 ¥21,000  ¥16,800  ¥12,800  ¥7,500    

準決勝/3 位決定戦 男女 ¥30,500  ¥24,500  ¥17,500  ¥8,000    

決勝 男女 ¥54,000  ¥43,500  ¥30,000  ¥10,000    

ビーチバレーボール 潮風公園 

予選 男女 ¥11,500  ¥7,800  ¥3,500      

準々決勝 男女 ¥14,500  ¥9,500  ¥6,000      

準決勝 男女 ¥20,000  ¥12,800  ¥7,500      

決勝 男女 ¥45,000  ¥24,500  ¥8,000      

ウエイトリフティング 東京国際フォーラム 

予選 男女 ¥5,000  ¥2,500        

決勝 男女 ¥12,800  ¥7,000        

レスリング 幕張メッセ A ホール 

予選 男女 ¥13,500  ¥11,000  ¥7,000  ¥4,000    

決勝 男女 ¥45,000  ¥36,000  ¥17,500  ¥8,000    

開会式 オリンピックスタジアム 式典 － ¥300,000  ¥242,000  ¥107,000  ¥45,000  ¥12,000  

閉会式 オリンピックスタジアム 式典 － ¥220,000  ¥177,000  ¥82,000  ¥35,000  ¥12,000  
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