
付属資料



1 

目次

1　定款
・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　定款������������������� 3

2　組織体制
・評議員������������������������������������������������ 11
・役員等������������������������������������������������ 11
・顧問������������������������������������������������� 13
・参与������������������������������������������������ 17
・専門委員会���������������������������������������������� 18
・組織委員会事務局������������������������������������������� 22
・べニューゼネラルマネージャー、デピュティベニューゼネラルマネージャー� ������������������� 27
・スポーツマネージャー、副スポーツマネージャー、種別マネージャー����������������������� 28

３　大会関係者等
・国際オリンピック委員会（IOC）�������������������������������������� 31
・国際パラリンピック委員会（IPC）������������������������������������� 34
・第32回オリンピック競技大会（2020/東京）調整委員会��������������������������� 34
・東京2020オリンピック　参加NOC������������������������������������ 35
・東京2020パラリンピック　参加NPC� ���������������������������������� 37
・東京2020オリンピック　国際競技連盟（IF）�������������������������������� 39
・東京2020パラリンピック　国際競技連盟（IF）������������������������������� 40
・東京2020オリンピック　国内競技連盟（NF）� ������������������������������ 40
・東京2020パラリンピック　国内競技連盟（NF）������������������������������� 41
・放送権者����������������������������������������������� 42
・マーケティングパートナー� ��������������������������������������� 44
・ライセンシー� �������������������������������������������� 47
・ソールサプライヤー� ����������������������������������������� 50

４　会議体、審査会
・東京2020大会モットー選定委員会������������������������������������ 52
・被災地復興支援連絡協議会��������������������������������������� 52
・東京2020大会における新型コロナウイルス感染症対策のための専門家ラウンドテーブル� ������������ 52
・東京オリンピック・パラリンピック競技大会における新型コロナウイルス感染症対策調整会議� ����������� 53
・2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた関係自治体等連絡協議会��������������� 53
・仮設会場整備のアドバイザリー委員会� ��������������������������������� 54
・東京2020種目追加検討会議�������������������������������������� 54
・借上財産評定委員会������������������������������������������ 55
・損失補償基準等検討会����������������������������������������� 55
・東京2020に向けたアスリート・観客の暑さ対策に係る関係府省庁等連絡会議������������������ 55
・東京2020大会飲食戦略検討会議������������������������������������ 56
・東京2020大会選手村メニューアドバイザリー委員会� ��������������������������� 56
・東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会輸送連絡調整会議� ��������������������� 57
・東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会北海道輸送連絡調整会議� ������������������ 59
・東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会宮城県輸送連絡調整会議� ������������������ 60
・東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会福島県輸送連絡調整会議� ������������������ 61
・東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会茨城県輸送連絡調整会議� ������������������ 62
・東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会神奈川県輸送連絡調整会議� ����������������� 63



2 

・東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会静岡県輸送連絡調整会議� ������������������ 64
・テクノロジー諮問委員会� ��������������������������������������� 65
・東京2020大会ボランティアアドバイザリー会議������������������������������� 66
・東京2020大会スタッフ及び都市ボランティアにおけるネーミング選考委員会������������������� 66
・大会スタッフ・都市ボランティアのユニフォームデザイン選考委員会����������������������� 66
・ボランティア検討委員会� ��������������������������������������� 67
・東京2020聖火リレー検討委員会� ����������������������������������� 67
・東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の聖火リレーで用いるトーチの製造等業務委託事業者選定審査委員会� � 68
・東京2020有識者懇談会���������������������������������������� 68
・東京2020エンブレム委員会� ������������������������������������� 68
・東京2020エンブレム審査員� ������������������������������������� 69
・マスコット審査会� ������������������������������������������ 69
・東京2020大会入賞メダルデザインコンペティション審査会�������������������������� 70
・ブランドアドバイザリーグループ� ������������������������������������ 71
・大学連携検討会�������������������������������������������� 71
・公式ポスターアーティスト選定委員会� ���������������������������������� 71
・チケッティング戦略に関する有識者会議� ��������������������������������� 71
・共同実施事業管理委員会���������������������������������������� 72
・調達管理委員会�������������������������������������������� 72
・財産管理処分委員会������������������������������������������ 73

５　協力団体
・協力団体����������������������������������������������� 75

６　会場
・東京2020オリンピック　競技会場������������������������������������ 83
・東京2020パラリンピック　競技会場� ���������������������������������� 84
・非競技会場���������������������������������������������� 84
・東京2020オリンピック　独立練習会場� ��������������������������������� 85
・東京2020オリンピック　競技会場併設練習会場� ����������������������������� 86
・東京2020パラリンピック　独立練習会場� �������������������������������� 87
・東京2020パラリンピック　競技会場併設練習会場� ���������������������������� 87

７　競技日程等
・東京2020オリンピック　競技日程（種目実施日程）����������������������������� 89
・東京2020パラリンピック　競技日程（種目実施日程）����������������������������124
・東京2020オリンピック　競技日程変更履歴� �������������������������������154
・東京2020パラリンピック　競技日程変更履歴� ������������������������������155
・東京2020テストイベントカレンダー������������������������������������156
・オリンピック聖火リレーの日程及び実施市区町村� �����������������������������158
・パラリンピック聖火リレーの日程及び実施市区町村� ����������������������������162

８　大会運営・機運醸成
・日本の木材活用リレー　～みんなで作る選手村ビレッジプラザ～　提供自治体一覧����������������163
・選手村で使用された食材・産地リスト���������������������������������� 164
・東京2020ライブサイト・コミュニティライブサイト・パブリックビューイング実施一覧���������������� 171
・東京2020パートナーハウスリスト� �����������������������������������175
・東京2020オリンピック　一般チケット価格���������������������������������176
・東京2020パラリンピック　一般チケット価格��������������������������������177

※名簿類の時点は、原則として2021年7月23日現在（ただし、所属・職名についてはその限りではない）



3 

1	 定款

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　定款

第 1 章　総則

（名称）
第 1 条　当法人は、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と称し、仏語では、le Comité 

d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo、英語では、The Tokyo Organising Committee of the 
Olympic and Paralympic Gamesと表示する。

（事務所）
第 2 条　当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。

第2章　目的及び事業

（目的）
第 3 条　当法人は、2021 年に開催される第 32 回オリンピック競技大会及び第 16 回パラリンピック競技大会（ 以下、「 競技大

会 」という。）の準備及び運営に関する事業を行い、もって大会の成功に期することを目的とする。

（事業）
第 4 条　当法人は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

（ 1 ） 　競技大会の準備及び運営に関する事業
（ 2 ） 　競技大会の準備及び運営について内外の関係機関、団体等との連絡及び協力に関する事業
（ 3 ） 　その他当法人の目的を達成するために必要な事業

2 　前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章　資産及び会計

（財産の拠出）
第 5 条　当法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。

（ 1 ） 　 設立者　東京都 
現金　1 億 5 千万円

（ 2 ） 　 設立者　公益財団法人日本オリンピック委員会 
現金　1 億 5 千万円

（基本財産）
第 6 条　当法人の基本財産は、第 4 条に規定する事業を行うために不可欠なものであって、前条に掲げる財産及び評議員会

で決議した財産をもって構成する。
2 　基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、当法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって

管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、評議員会におい
て決議を得なければならない。

（事業年度）
第 7 条　当法人の事業年度は、毎年 4月1日に始まり翌年 3月31日に終わる。
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（事業計画及び収支予算）
第 8 条　当法人の事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開

始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 　前項の書類については、主たる事業所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

（事業報告及び決算）
第 9 条　当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、

第 3 号から第 7 号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
（ 1 ） 　事業報告
（ 2 ） 　事業報告の附属明細書
（ 3 ） 　貸借対照表
（ 4 ） 　損益計算書（ 正味財産増減計算書 ）
（ 5 ） 　貸借対照表及び損益計算書（ 正味財産増減計算書 ）の附属明細書
（ 6 ） 　財産目録
（ 7 ） 　キャッシュ・フロー計算書

2 　前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号、第 4 号、第 6 号及び第 7 号の書類については、定時評議員会に提出
し、その内容を報告するものとする。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第 64 条において準用
する同規則第 48 条に定める要件に該当しない場合には、第 1 号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評
議員会の承認を受けなければならない。

3 　第 1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5 年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所
に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
（ 1 ） 　監査報告
（ 2 ） 　会計監査報告
（ 3 ） 　理事及び監事並びに評議員の名簿
（ 4 ） 　理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
（ 5 ） 　運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

（公益目的取得財産残額の算定）
第10条　会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第 48 条の規定に基づき、毎事業年度、当

該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第 3 項第 5 号の書類に記載するものとする。

第4章　評議員

（評議員の定数）
第11条　当法人に、評議員 3 名以上 7 名以内を置く。
2 　評議員は、理事及び監事を兼務することはできない。

（評議員の選任及び解任）
第12条　評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（ 平成 18 年法律第 48 号。以下「 一般法

人法 」という。）第 179 条から第 195 条の規定に従い、評議員会において行う。
2 　評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

（ 1 ） 　各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3 分の1を超えないものであること。
イ　当該評議員及びその配偶者又は3 親等内の親族
ロ　当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ　当該評議員の使用人
ニ　ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ　ハ又はニに掲げる者の配偶者
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ヘ　ロからニまでに掲げる者の3 親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
（ 2 ） 　他の同一の団体（ 公益法人を除く。）の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3 分の1を超え

ないものであること。
イ　理事
ロ　使用人
ハ　当該他の同一の団体の理事以外の役員（ 法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代

表者又は管理人 ）又は業務を執行する社員である者
ニ　次に掲げる団体においてその職員（ 国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。）である者

①国の機関
②地方公共団体
③独立行政法人通則法第 2 条第 1 項に規定する独立行政法人
④国立大学法人法第 2 条第 1 項に規定する国立大学法人又は同条第 3 項に規定する大学共同利用機関法人
⑤地方独立行政法人法第 2 条第 1 項に規定する地方独立行政法人
⑥特殊法人（ 特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第 4 条第 15 号の規定

の適用を受けるものをいう。）又は認可法人（ 特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を
要する法人をいう。）

（評議員の任期）
第13条　評議員の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、

再任を妨げない。
2 　評議員は、任期の途中においても辞任することができる。
3 　任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
4 　評議員が第 11 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、退任した後も、新

たに選任された評議員が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

（評議員の報酬等）
第14条　評議員は、無報酬とする。
2 　前項の規定にかかわらず、評議員がその職務を行うための費用を当法人が負担することができる。

第5章　評議員会

（構成）
第15条　評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

（権限）
第16条　評議員会は、次の事項について決議する。

（ 1 ） 　理事、監事及び会計監査人の選任及び解任
（ 2 ） 　理事及び監事の報酬等の額
（ 3 ） 　評議員に対する報酬等の支給の基準
（ 4 ） 　貸借対照表及び損益計算書（ 正味財産増減計算書 ）の承認
（ 5 ） 　定款の変更
（ 6 ） 　残余財産の処分
（ 7 ） 　基本財産の処分又は除外の承認
（ 8 ） 　重要な財産の処分又は譲受け
（ 9 ） 　重要な事項として理事会が評議員会に付議した事項
（10） 　その他評議員会で決議するものとして法令又は本定款で定められた事項
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（開催）
第17条　評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2 種類とする。
2 　定時評議員会は、毎事業年度終了後 3か月以内に1 回開催する。
3 　臨時評議員会は、必要がある場合に開催することができる。

（招集）
第18条　評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 　評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

（招集の通知）
第19条　会長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面

又は評議員の承諾を得た電磁的方法により通知しなければならない。
2 　前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができ

る。

（議長）
第20条　評議員会は、互選により、評議員のうちから議長 1 名及び副議長 1 名を選任する。
2 　議長に事故あるときは、副議長がこれにあたる。
3 　議長及び副議長に事故あるときは、その評議員会に出席した評議員の互選により定める。

（決議）
第21条　評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数を

もって行う。
2 　前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3 分の2 以上に当

たる多数をもって行わなければならない。
（ 1 ） 　監事の解任
（ 2 ） 　評議員に対する報酬等の支給の基準
（ 3 ） 　定款の変更
（ 4 ） 　基本財産の処分又は除外の承認
（ 5 ） 　その他法令で定められた事項

3 　理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 1 項の決議を行わなければならない。理事又は
監事の候補者の合計数が第 23 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に
定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

4 　前 3 項の規定にかかわらず、一般法人法第 194 条の要件を満たしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

（議事録）
第22条　評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 　議長及び副議長は、前項の議事録に署名若しくは記名押印する。

第6章　役員及び会計監査人

（役員及び会計監査人の設置）
第23条　当法人に、次の役員を置く。

（ 1 ） 　理事 3 名以上 45 名以内
（ 2 ） 　監事 1 名以上 3 名以内

2 　理事のうち1 名を会長とし、会長以外の理事の中から副会長、専務理事、常務理事を置く。
3 　前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、専務理事及び理事会の決議によって業務執行理事として選定された
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理事をもって一般法人法第 197 条において準用する一般法人法第 91 条第 1 項第 2 号の業務執行理事とする。
4 　当法人に会計監査人を置く。

（役員及び会計監査人の選任）
第24条　理事、監事及び会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。
2 　会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって選定する。

（理事の職務及び権限）
第25条　理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 　会長は、法令及び本定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行し、副会長は、会長を補佐し、専務

理事及び理事会の決議によって業務執行理事として選定された理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の
業務を分担執行し、常務理事は専務理事を補佐する。

3 　会長、専務理事及び理事会の決議によって業務執行理事として選定された理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で
2 回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

（監事の職務及び権限）
第26条　監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 　監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べることができる。
3 　監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができ

る。

（会計監査人の職務及び権限）
第26条の2　会計監査人は、法令で定めるところにより、当法人の貸借対照表及び損益計算書（ 正味財産増減計算書 ）並び

にこれらの附属明細書、財産目録並びにキャッシュ・フロー計算書を監査し、会計監査報告を作成する。
2 　会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求め

ることができる。
（ 1 ） 　会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
（ 2 ） 　会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項

を法令で定める方法により表示したもの

（役員及び会計監査人の任期）
第27条　理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再

任を妨げない。
2 　監事の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任

を妨げない。
3 　理事又は監事は、任期の途中においても辞任することができる。
4 　補欠として選任された理事又は監事の任期は前任者の任期の満了する時までとする。
5 　理事又は監事が第 23 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、それ

ぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
6 　会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとす

る。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。

（役員及び会計監査人の解任）
第28条　理事又は監事が次の各号の一に該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

（ 1 ） 　職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
（ 2 ） 　心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

2 　会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
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（ 1 ） 　職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
（ 2 ） 　会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
（ 3 ） 　心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

3 　監事は、会計監査人が、前項第 1 号から第 3 号までのいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人
を解任することができる。この場合、監事は解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告する
ものとする。

（役員の報酬等）
第29条　理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事と業務を執行した理事に対しては、評議員会において別に定め

る総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することがで
きる。

第7章　理事会

（構成）
第30条　理事会は、すべての理事をもって構成する。

（権限）
第31条　理事会は、本定款に定めるもののほか、次の職務を行う。

（ 1 ） 　当法人の業務執行の決定
（ 2 ） 　理事の職務の執行の監督
（ 3 ） 　会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
（ 4 ） 　その他理事会で決議するものとして法令又は本定款で定められた事項

（招集）
第32条　理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
2 　理事会を招集しようとするときは、会長は、理事会の開催日の5日前までに、各理事及び監事に対し、理事会の目的で

ある事項並びに日時及び場所、その他必要な事項を記載した文書により通知を発しなければならない。
3 　会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事が理事会を招集する。
4 　理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

（議長）
第33条　理事会の議長は、会長がこれにあたる。
2 　会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、副会長がこれにあたる。

（決議）
第34条　理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行

う。
2 　前項の規定にかかわらず、一般法人法第 197 条において準用する一般法人法第 96 条の要件を満たしたときは、理事会の

決議があったものとみなす。

（報告の省略）
第35条　理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を

理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第 197 条において準用する一般法人法第 91 条第 2 項の規定による
報告については、この限りでない。
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（議事録）
第36条　理事会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
2 　出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章　名誉会長

（名誉会長）
第37条　当法人は、任意の機関として、必要に応じて名誉会長を置くことができる。
2 　名誉会長は、会長の諮問に応え、理事会において意見を述べることができる。ただし、当法人の業務執行に関する権限

を有するものではない。
3 　名誉会長は、会長が決定し、理事会において報告する。
4 　名誉会長は、無報酬とする。

第9章　顧問会議

（顧問会議）
第38条　当法人は、任意の機関として、顧問からなる顧問会議を置くことができる。
2 　顧問会議は、当法人の運営に関し、各界からの幅広い意見を踏まえた助言をすることができる。ただし、当法人の業務

執行に関する権限を有するものではない。
3 　顧問会議には、最高顧問、議長、特別顧問を置くことができる。
4 　最高顧問、議長、特別顧問及び顧問の選任及び解任は、会長が決定し、理事会において報告する。
5 　顧問は、無報酬とする。

第10章　専門委員会

（専門委員会）
第39条　当法人は、任意の機関として、専門委員で組織される各種専門委員会を置くことができる。
2 　各種専門委員会は、当法人の運営に関し、専門的な識見に基づく助言をすることができる。ただし、当法人の業務執行

に関する権限を有するものではない。
3 　専門委員の選任及び解任は、会長が決定し、理事会において報告する。
4 　専門委員は、無報酬とする。

第11章　参与

（参与）
第40条　当法人は、任意の機関として、参与を置くことができる。
2 　参与は、事務総長の求めに応じ、専門的な識見に基づく助言をすることができる。ただし、当法人の業務執行に関する

権限を有するものではない。
3 　参与の選任及び解任は、会長が決定し、理事会において報告する。
4 　参与は、無報酬とする。

第12章　事務局

（事務局の設置）
第41条　当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 　事務局には、事務総長及びその他必要な職員を置く。
3 　事務総長は、理事会において選任及び解任する。
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4 　事務総長以外の職員は、会長が任免する。
5 　事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるものとする。

第13章　定款の変更及び解散

（定款の変更）
第42条　本定款は、評議員会の決議によって変更することができる。当法人の目的、事業、評議員の選任及び解任の方法に

ついても、同様とする。

（解散）
第43条　当法人は、基本財産の滅失による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由のほか、競

技大会終了後の残務の結了によって解散する。

（公益認定の取消し等に伴う贈与）
第44条　当法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合（その権利義務を承継する法

人が公益法人であるときを除く。）には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公
益認定の取消しの日又は当該合併の日から1 箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第
17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

（残余財産の帰属）
第45条　当法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の

認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第14章　公告の方法

（公告の方法）
第46条　当法人の公告は、電子公告により行う。
2 　事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第15章　補則

（委任）
第47条　本定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会において定める。

（法令の準拠）
第48条　本定款に定めのない事項は、一般法人法その他の法令に従う。

附　則
1 　この定款は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 4 条に定める公益認定を受けることを停止条件と

して施行する。

附　則
1 　この定款は、令和 4 年 4月1日から施行する。
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2	組織体制

評議員　

評議員
川淵　三郎	 公益財団法人日本サッカー協会最高顧問
遠山　敦子	 公益財団法人トヨタ財団理事長、元文部科学大臣
木村　興治	 公益財団法人日本オリンピック委員会名誉委員、国際卓球連盟会長アドバイザー・名誉メンバー
福田　富昭	 公益財団法人日本オリンピック委員会名誉委員、世界レスリング連盟名誉副会長
梶原　洋	 東京都副知事
武市　敬	 東京都副知事

元評議員
安藤　立美	 東京都副知事
川澄　俊文	 東京都副知事
多羅尾　光睦	 東京都副知事
長谷川　明	 東京都副知事
前田　信弘	 東京都副知事

役員等

名誉会長
御手洗　冨士夫	 一般社団法人日本経済団体連合会名誉会長、キヤノン株式会社代表取締役会長兼社長CEO

会長
橋本　聖子	 参議院議員、前東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当大臣

副会長
遠藤　利明	 衆議院議員、2020年東京オリンピック・パラリンピック大会推進議員連盟幹事長
津賀　一宏	 パナソニック株式会社代表取締役社長
河野　一郎	 公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構理事
山下　泰裕	 国際オリンピック委員会委員、公益財団法人日本オリンピック委員会会長、国際柔道連盟理事
山脇　康	 国際パラリンピック委員会理事、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会理事
荒木田　裕子	 国際オリンピック委員会オリンピックプログラム委員会委員
多羅尾　光睦	 東京都副知事

専務理事
武藤　敏郎	 株式会社大和総研名誉理事

常務理事
布村　幸彦	 元文部科学省スポーツ・青少年局長
籾井　圭子	 公益財団法人日本オリンピック委員会常務理事

理事
秋元　康	 作詞家
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麻生　泰	 麻生セメント株式会社代表取締役会長
泉　正文	 公益財団法人日本スポーツ協会副会長
王　貞治	 福岡ソフトバンクホークス株式会社取締役会長、一般財団法人世界少年野球推進財団理事長
大日方　邦子	 一般社団法人日本パラリンピアンズ協会会長、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会理事
河野　雅治	 日本政府代表、中東和平担当特使
小山　くにひこ	 東京都議会議員
齋木　尚子	 東京大学公共政策大学院客員教授、公益財団法人日本スケート連盟副会長、公益財団法人日本ラグ

ビーフットボール協会理事
佐々木　かをり	 株式会社イー・ウーマン代表取締役社長、株式会社ユニカルインターナショナル代表取締役社長
白石　弥生子	 公益社団法人東京都障害者スポーツ協会会長
白波瀬　佐和子	 東京大学大学院人文社会系研究科教授
髙島　なおき	 東京都議会議員
高橋　尚子	 公益財団法人日本オリンピック委員会理事、公益財団法人日本陸上競技連盟理事
高橋　治之	 株式会社コモンズ代表取締役会長
田嶋　幸三	 公益財団法人日本サッカー協会会長、国際サッカー連盟カウンシルメンバー
田中　理恵	 オリンピアン（体操）
谷本　歩実	 オリンピアン（柔道）
豊田　周平	 トヨタ紡織株式会社取締役会長
中村　倫治	 東京都オリンピック・パラリンピック準備局長
中森　邦男	 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参事
成田　真由美	 パラリンピアン（水泳）
蜷川　実花	 写真家、映画監督
芳賀　美津枝	 登別アシリの会代表
馳　浩	 衆議院議員
林　いづみ	 桜坂法律事務所パートナー弁護士
東村　邦浩	 東京都議会議員
日比野　暢子	 桐蔭横浜大学スポーツ健康政策学部教授、ウースター大学スポーツエクササイズ学部名誉教授
松本　正義	 公益社団法人関西経済連合会会長、住友電気工業株式会社取締役会長、近畿陸上競技協会副会長、

公益財団法人日本陸上競技連盟評議員、公益財団法人大阪陸上競技協会会長
室伏　広治	 スポーツ庁長官
矢野　晴美	 国際医療福祉大学医学部医学教育統括センター副センター長・教授、同感染症学教授
ヨーコ　ゼッターランド	 公益財団法人日本スポーツ協会常務理事
横川　浩	 公益財団法人日本陸上競技連盟名誉会長
來田　享子	 中京大学スポーツ科学部教授
渡邉　守成	 国際オリンピック委員会委員、国際体操連盟会長

監事
塗師　純子	 公益財団法人日本オリンピック委員会監事、弁護士
堤　雅史	 東京都会計管理局長

元役員

元会長
森　喜朗	 元内閣総理大臣、公益財団法人日本スポーツ協会最高顧問

元副会長
秋山　俊行	 東京都副知事
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猪熊　純子	 東京都副知事
櫻田　義孝	 文部科学副大臣
竹田　恆和	 国際オリンピック委員会委員、公益財団法人日本オリンピック委員会会長
冨岡　勉	 文部科学副大臣
豊田　章男	 一般社団法人日本経済団体連合会スポーツ推進委員会委員長、トヨタ自動車株式会社取締役社長
丹羽　秀樹	 文部科学副大臣
山本　隆	 東京都副知事

元常務理事
青木　剛	 公益財団法人日本オリンピック委員会副会長兼専務理事
河野　博文	 公益財団法人日本オリンピック委員会副会長、日本セーリング連盟会長
佐藤　広	 元東京都副知事
平岡　英介	 公益財団法人日本オリンピック委員会専務理事
福井　烈	 公益財団法人日本オリンピック委員会専務理事、公益財団法人日本テニス協会専務理事

元理事
潮田　勉	 東京都オリンピック・パラリンピック準備局長
岡崎　助一	 公益財団法人日本体育協会専務理事
川井　しげお	 東京都議会議員、2020年オリンピック・パラリンピックを成功させる議員連盟会長
久保　公人	 文部科学省スポーツ・青少年局長
小林　耕士	 株式会社デンソー取締役副社長
斎藤　泰雄	 公益財団法人日本オリンピック委員会副会長
塩見　清仁	 東京都オリンピック・パラリンピック準備局長
鈴木　大地	 スポーツ庁長官
中嶋　正宏	 東京都オリンピック・パラリンピック準備局長
萩生田　光一	 衆議院議員、2020年東京オリンピック・パラリンピック大会推進議員連盟幹事長代理
丸川　珠代	 参議院議員
米村　敏朗	 前内閣危機管理監、元警視総監、内閣官房参与

元監事
黒川　光隆	 公益財団法人日本オリンピック委員会監事
佐藤　敦	 東京都会計管理局長
武市　敬	 東京都財務局長
土渕　裕	 東京都会計管理局長
中井　敬三	 東京都財務局長
長谷川　明	 東京都財務局長

顧問

名誉最高顧問
森　喜朗	 元内閣総理大臣、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前会長
安倍　晋三	 前内閣総理大臣

最高顧問/議長
菅　義偉	 内閣総理大臣
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最高顧問
大島　理森	 衆議院議長
山東　昭子	 参議院議長

特別顧問
麻生　太郎	 2020年東京オリンピック・パラリンピック大会推進議員連盟会長、副総理、財務大臣、内閣府特命

担当大臣（金融）
加藤　勝信	 内閣官房長官
櫻田　謙悟	 公益社団法人経済同友会代表幹事
堤　義明	 公益財団法人日本オリンピック委員会最高顧問
十倉　雅和	 一般社団法人日本経済団体連合会会長
三村　明夫	 日本商工会議所会頭、東京商工会議所会頭
吉野　利明	 元東京都議会議長

顧問
青柳　陽一郎	 2020年東京オリンピック・パラリンピック大会推進議員連盟
秋元　克広	 札幌市長
浅尾　慶一郎	 前衆議院議員
荒木　泰臣	 全国町村会会長
安西　祐一郎	 公益社団法人全国大学体育連合会長
飯泉　嘉門	 全国知事会会長、徳島県知事
猪谷　千春	 IOC名誉委員
石井　幹子	 照明デザイナー
石毛　しげる	 東京都議会2020年東京オリンピック・パラリンピック推進本部委員
石阪　丈一	 東京都市長会会長
石原　慎太郎	 元東京都知事
泉　ピン子	 女優
市川　裕二	 全国特別支援学校長会会長
市瀬　優子	 全国商工会議所女性会連合会会長
一戸　隆男	 公益社団法人全国ビルメンテナンス協会会長
伊藤　数子	 特定非営利活動法人STAND代表理事
伊東　信一郎	 ANAホールディングス株式会社取締役会長
伊藤　久夫	 公益社団法人全日本鍼灸マッサージ師会会長
伊藤　雅俊	 公益財団法人日本スポーツ協会会長
井上　惠司	 公益社団法人東京都歯科医師会会長代行
今井　すみこ	 環境デザイナー
岩田　繁子	 全国地域婦人団体連絡協議会会長
植木　義晴	 日本航空株式会社取締役会長
内堀　雅雄	 福島県知事
内海　房子	 独立行政法人国立女性教育会館理事長
梅本　和義	 独立行政法人国際交流基金理事長
江田　憲司	 2020年東京オリンピック・パラリンピック大会推進議員連盟
王　貞治	 福岡ソフトバンクホークス株式会社取締役会長、一般財団法人世界少年野球推進財団理事長
大井川　和彦	 茨城県知事
大久保　好男	 一般社団法人日本民間放送連盟会長
大谷　泰夫	 社会福祉法人日本保育協会理事長
大野　元裕	 埼玉県知事
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大山　とも子	 東京都議会2020年東京オリンピック・パラリンピック推進本部委員
大和田　伸	 特別区議会議長会会長
岡田　正治	 公益財団法人全国高等学校体育連盟会長
岡村　正	 日本商工会議所名誉会頭、東京商工会議所名誉会頭
小川　卓良	 公益社団法人日本鍼灸師会会長
翁　百合	 株式会社日本総合研究所理事長
小倉　和夫	 国際交流基金顧問、日本財団パラリンピックサポートセンター理事長
尾﨑　治夫	 公益社団法人東京都医師会会長
小沢　一郎	 2020年東京オリンピック・パラリンピック大会推進議員連盟
大日方　邦子	 パラリンピアン（アルペンスキー）
海江田　万里	 2020年東京オリンピック・パラリンピック大会推進議員連盟、衆議院議員
上條　清文	 元東京商工会議所副会頭、東京商工会議所顧問
神谷　俊一	 千葉市長
川勝　平太	 静岡県知事
川下　勝利	 公益社団法人全国私立保育連盟会長
川鍋　一朗	 一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会会長
河村　建夫	 2020年東京オリンピック・パラリンピック大会推進議員連盟会長代行
北　清治	 国際ロータリー理事
北岡　伸一	 独立行政法人国際協力機構理事長
北原　茂樹	 一般社団法人日本旅館協会会長
喜名　朝博	 全国連合小学校長会会長
草刈　民代	 女優
工藤　鉄男	 公益社団法人日本柔道整復師会会長
窪田　知子	 東京都市議会議長会会長
熊谷　俊人	 千葉県知事
熊倉　純子	 東京藝術大学音楽学部音楽環境創造科教授
藏内　勇夫	 公益社団法人日本獣医師会会長
黒岩　祐治	 神奈川県知事
神津　里季生	 日本労働組合総連合会会長
後藤　正幸	 日本中央競馬会（JRA）理事長
小林　いずみ	 公益社団法人経済同友会幹事
小林　健	 一般社団法人日本貿易会会長
小林　光俊	 全国専修学校各種学校総連合会顧問
小室　淑恵	 株式会社ワーク・ライフバランス代表取締役社長
紺野　美沙子	 女優、国連開発計画（UNDP）親善大使
坂本　克己	 公益社団法人全日本トラック協会会長
迫本　淳一	 松竹株式会社代表取締役社長
笹川　陽平	 公益財団法人日本財団会長
佐々木　かをり	 株式会社イー・ウーマン代表取締役社長
佐々木　伸彦	 独立行政法人日本貿易振興機構理事長
笹部　俊雄	 公益財団法人JKA会長
佐藤　信幸	 全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会常任顧問
重永　睦夫	 日本私立小学校連合会会長
島村　宜伸	 公益財団法人日本プロスポーツ協会会長
清水　一郎	 公益社団法人日本バス協会会長
清水　敬介	 公益社団法人日本PTA全国協議会会長
清水　志摩子	 NPO法人全国商店街おかみさん会理事長
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清水　勇人	 さいたま市長
下重　暁子	 作家
白石　弥生子	 公益社団法人東京都障害者スポーツ協会会長
杉浦　賢次	 日本労働組合総連合会東京都連合会会長
杉浦　裕之	 東京都町村会会長
杉本　悦郎	 全国高等学校長協会会長
杉山　寛行	 全国公立短期大学協会会長
鈴木　克昌	 前衆議院議員
鈴木　直道	 北海道知事
清野　智	 独立行政法人国際観光振興機構理事長
関口　修	 日本私立短期大学協会会長
千　玄室	 公益財団法人日本国際連合協会会長、裏千家前家元・大宗匠
髙島　宗一郎	 一般社団法人日本地下鉄協会会長
髙嶋　達佳	 一般社団法人日本広告業協会会長
髙橋　公比古	 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会常任相談役
高橋　尚子	 公益財団法人日本オリンピック委員会理事、公益財団法人日本陸上競技連盟理事
田川　博己	 一般社団法人日本旅行業協会会長
滝川　クリステル	 元東京2020オリンピック・パラリンピック招致"Cool	Tokyo"アンバサダー
武田　美保	 スポーツ・教育コメンテーター
立谷　秀清	 全国市長会会長
達増　拓也	 岩手県知事
田中　愛治	 一般社団法人日本私立大学連盟会長
田中　英夫	 全国都道府県議会議長会会長
塚田　修	 地方競馬全国協会（NAR）理事長
東明　有美	 公益財団法人日本サッカー協会（JFA）在海外国際委員、アジアサッカー連盟（AFC）社会貢献委員
富田　茂之	 2020年東京オリンピック・パラリンピック大会推進議員連盟常任幹事
中川　俊男	 公益社団法人日本医師会会長
長崎　幸太郎	 山梨県知事
長島　美保子	 公益社団法人全国学校栄養士協議会会長
中嶋　義雄	 東京都議会2020年東京オリンピック・パラリンピック推進本部委員
中曽根　弘文	 2020年東京オリンピック・パラリンピック大会推進議員連盟副会長、障がい者スポーツ・パラリンピッ

ク推進議員連盟会長
永田　恭介	 一般社団法人国立大学協会会長
永田　泰造	 公益社団法人東京都薬剤師会会長
中田　宏	 日本の構造研究所代表
中村　賢次	 東京都町村議会議長会会長
中村　春基	 一般社団法人日本作業療法士協会会長
中山　泰男	 一般社団法人全国警備業協会会長
南雲　正	 全国町村議会議長会会長
夏木　マリ	 歌手、俳優、演出家
新浪　剛史	 公益社団法人経済同友会副代表幹事
二階　俊博	 一般社団法人全国旅行業協会会長
西川　賢	 日本馬主協会連合会会長理事
西崎　光子	 前東京都議会議員
野上　義二	 元公益財団法人日本オリンピック委員会理事
野尻　哲雄	 全国市議会議長会会長
野並　晃	 公益社団法人日本青年会議所会頭
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野村　萬	 公益社団法人日本芸能実演家団体協議会会長
野本　弘文	 一般社団法人日本民営鉄道協会会長
萩生田　光一	 2020年東京オリンピック・パラリンピック大会推進議員連盟幹事長代理
馳　浩	 2020年東京オリンピック・パラリンピック大会推進議員連盟事務局長
林　文子	 横浜市長
半田　一登	 公益社団法人日本理学療法士協会会長
福井　トシ子	 公益社団法人日本看護協会会長
福田　紀彦	 川崎市長
藤野　公孝	 一般社団法人全日本ホテル連盟最高顧問
堀　憲郎	 公益社団法人日本歯科医師会会長
堀内　丸惠	 一般社団法人日本雑誌協会理事長
前田　晃伸	 日本放送協会会長
松尾　太加志	 一般社団法人公立大学協会会長、北九州市立大学学長
松田　公太	 元参議院議員、タリーズコーヒージャパン創業者、EGGS	'N	THINGS	JAPAN株式会社代表取締役
松原　亘子	 公益財団法人21世紀職業財団名誉会長
丸山　昌宏	 一般社団法人日本新聞協会会長
万田　康	 社会福祉法人全国社会福祉協議会　全国保育協議会会長
三木谷　浩史	 一般社団法人新経済連盟代表理事
三國　清三	 オテルドゥミクニオーナーシェフ
三屋　裕子	 バレーボールロサンゼルスオリンピック銅メダリスト、公益財団法人日本バスケットボール協会会長
箕輪　恵美	 全国国公立幼稚園長・こども園長会会長
宮澤　一則	 全日本中学校長会会長、公益財団法人日本中学校体育連盟会長
宮田　慶子	 新国立劇場演劇研修所長
宮本　岳志	 前衆議院議員
村井　嘉浩	 宮城県知事
村上　英子	 前東京都議会議員
村中　志朗	 公益社団法人東京都獣医師会会長
本村　賢太郎	 相模原市長
森　浩生	 一般社団法人日本ホテル協会会長
森　義久	 全国商工会連合会会長
両角　みのる	 東京都議会2020年東京オリンピック・パラリンピック推進本部委員
安田　和正	 公益社団法人日本あん摩マッサージ指圧師会会長
やながせ　裕文	 東京都議会2020年東京オリンピック・パラリンピック推進本部委員
柳原　正樹	 独立行政法人国立美術館理事長
山浦　晟暉	 ライオンズクラブ国際協会元国際理事
山口　一久	 一般財団法人日本宝くじ協会理事長
山口　那津男	 2020年東京オリンピック・パラリンピック大会推進議員連盟
山﨑　孝明	 特別区長会会長
山西　健一郎	 公益社団法人日本観光振興協会会長
山本　信夫	 公益社団法人日本薬剤師会会長
山本　博	 公益財団法人東京都体育協会会長
吉田　晋	 日本私立中学高等学校連合会会長
笠　浩史	 2020年東京オリンピック・パラリンピック大会推進議員連盟幹事長代理

参与

上治　丈太郎	 ミズノ株式会社相談役、公益財団法人日本オリンピック委員会国際専門部会員
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乙武　洋匡	 作家、元東京都教育委員
加賀見　俊夫	 株式会社オリエンタルランド代表取締役会長兼CEO
真田　久	 筑波大学体育系教授
但木　敬一	 森・濱田松本法律事務所弁護士、元検事総長
田中　直毅	 国際公共政策研究センター理事長
日比野　暢子	 桐蔭横浜大学スポーツ健康政策学部教授
夏野　剛	 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特別招聘教授、ドワンゴ代表取締役社長
林　真理子	 小説家
間野　義之	 早稲田大学スポーツ科学学術院教授
山﨑　孝明	 江東区長、元東京都議会オリンピック・パラリンピック招致議員連盟会長
安井　順一	 元東京都技監、明治大学客員教授
樋口　修資	 元東京2020オリンピック・パラリンピック招致委員会事務総長代行、元文部科学省スポーツ青少年局

長、明星大学教授
飯島　勲	 内閣参与

専門委員会

アスリート委員会
委員長
高橋　尚子	 陸上競技

副委員長
河合　純一	 水泳

委員
穴井　隆将	 柔道
池田　信太郎	 バドミントン
上山　容弘	 体操
及川　晋平	 車いすバスケットボール
大畑　大介	 ラグビー
小宮　正江	 ゴールボール
齋藤　里香	 ウエイトリフティング
菅原　智恵子	 フェンシング
杉山　愛	 テニス
関根　明子	 トライアスロン
高倉　麻子	 サッカー
田口　亜希	 射撃
土田　和歌子	 陸上競技
萩原　智子	 水泳
萩原　美樹子	 バスケットボール
廣瀬　隆喜	 ボッチャ
不老　安正	 クレー射撃
松永　共広	 レスリング
三浦　恵子	 ホッケー
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街づくり・持続可能性委員会
委員長
小宮山　宏	 株式会社三菱総合研究所理事長、元東京大学総長

委員
秋山　哲男	 中央大学研究開発機構教授、日本福祉のまちづくり学会会長
家田　仁	 政策研究大学院大学教授
石戸　奈々子	 NPO法人CANVAS理事長、株式会社デジタルえほん代表取締役、慶應義塾大学大学院メディアデザ

イン研究科教授
枝廣　淳子	 大学院大学至善館教授、幸せ経済社会研究所所長、環境ジャーナリスト
鎌田　由美子		 株式会社ONE・GLOCAL代表取締役
岸井　隆幸		 日本大学理工学部土木工学科教授
北原　義一	 三井不動産株式会社代表取締役副社長執行役員
小西　雅子	 公益財団法人世界自然保護基金（WWF）ジャパン専門ディレクター（環境・エネルギー）、昭和女子

大学ビジネスデザイン学科特命教授
崎田　裕子	 ジャーナリスト、環境カウンセラー、NPO法人持続可能な社会をつくる元気ネット前理事長
杉元　宣文		 株式会社日本政策投資銀行取締役常務執行役員
関　正雄	 明治大学経営学部特任教授、損害保険ジャパン株式会社サステナビリティ推進部シニア	アドバイザー
中林　一樹	 東京都立大学名誉教授、日本災害復興学会特別顧問（元会長）
中村　由行	 横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院教授
日比野（田中）　暢子	 桐蔭横浜大学スポーツ健康政策学部スポーツ健康政策学科教授
藤野　純一	 公益財団法人地球環境戦略研究機関上席研究員
細田　衛士	 中部大学副学長、経営情報学部長・教授
増田　宗昭		 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社代表取締役社長兼CEO
松島　克守	 一般社団法人俯瞰工学研究所所長・代表理事、東京大学名誉教授
間野　義之		 早稲田大学スポーツ科学学術院教授
マリ・クリスティーヌ	 異文化コミュニケーター、東京女子大学教授、（一財）東京都つながり創生財団理事長
森口　祐一	 国立研究開発法人国立環境研究所理事、東京大学名誉教授
野城　智也	 東京大学生産技術研究所教授
山崎　亮	 株式会社studio-L代表、関西学院大学建築学部教授
横張　真	 東京大学大学院工学系研究科教授、東京大学サステイナビリティ学連携研究機構（IR3S）兼任教授
吉田　正人	 筑波大学大学院人間総合科学研究科教授

文化・教育委員会
委員長
青柳　正規	 東京大学名誉教授、多摩美術大学理事長、奈良県立橿原考古学研究所所長

委員
秋元　雄史	 東京藝術大学名誉教授、練馬区立美術館館長
浅葉　克己	 アートディレクター、東京タイプディレクターズクラブ理事長
池坊　専好	 華道家元池坊次期家元
市川　海老蔵	 歌舞伎俳優
今中　博之	 社会福祉法人素王会理事長、アトリエ	インカーブ	クリエイティブディレクター
今村　久美	 認定ＮＰＯ法人カタリバ代表理事
EXILE	HIRO	 アーティスト、プロデューサー
大字　弘一郎	 全国連合小学校長会会長
小山　久美	 昭和音楽大学短期大学部教授
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織作　峰子	 大阪芸術大学教授
桂　文枝	 落語家
絹谷　幸二	 東京芸術大学名誉教授、文化功労者
コシノ　ジュンコ	 デザイナー
真田　久	 筑波大学特命教授、神田外語大学客員教授
ＳＨＥＬＬＹ	 タレント
篠田　信子	 富良野メセナ協会代表、富良野ブルーリッジ球団代表
杉野　学	 全国特別支援学校長会顧問、東京家政学院大学教授
銭谷　眞美	 東京国立博物館長
セーラ・マリ・カミングス	 利酒師
千　宗室	 茶道裏千家家元
田中　稔三	 キヤノン株式会社代表取締役副社長CFO
野村　萬斎	 狂言師、世田谷パブリックシアター芸術監督
深澤　晶久	 実践女子大学文学部国文学科教授・学長補佐、オリンピック・パラリンピック連携事業推進室
宮澤　一則	 全日本中学校長会会長
宮田　慶子	 新国立劇場演劇研修所長
村田　吉弘	 特定非営利活動法人日本料理アカデミー理事長、菊乃井主人、文化功労者
山崎　貴	 映画監督
吉本　光宏	 株式会社ニッセイ基礎研究所研究理事

経済・テクノロジー委員会
委員長
大田　弘子	 政策研究大学院大学特別教授

委員
秋池　玲子	 ボストン	コンサルティング	グループ日本共同代表
石黒　一憲	 東京大学名誉教授、弁護士
榎田　竜路	 合同会社Earth	Voice	Project代表社員
翁　百合	 株式会社日本総合研究所理事長
キャシー・松井	 ゴールドマン・サックス証券株式会社副会長
久貝　卓	 日本商工会議所常務理事
才藤　栄一	 学校法人藤田学園最高顧問
澁谷　直樹	 日本電信電話株式会社代表取締役副社長（技術戦略担当）
首藤　登志夫	 東京都立大学大学院都市環境科学研究科教授
高田　創	 岡三証券株式会社グローバル・リサーチ・センター理事長、エグゼクティブエコノミスト
冨山　和彦	 株式会社経営共創基盤（IGPI）グループ会長
深沢　和広	 一汽トヨタ技術開発有限会社社長、前トヨタ自動車株式会社常務理事、先進技術開発カンパニー〈技

術シナリオ担当〉
宮川　美津子	 ＴＭＩ総合法律事務所パートナー弁護士
宮部　義幸	 パナソニック株式会社専務執行役員、東京代表・渉外担当・ソリューションパートナー担当
村井　純	 慶應義塾大学教授
矢ケ崎　紀子	 東京女子大学現代教養学部国際社会学科教授

メディア委員会
委員長
日枝　久	 株式会社フジ・メディア・ホールディングス取締役相談役、株式会社フジテレビジョン取締役相談役
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副委員長
石川　聡	 前一般社団法人共同通信社顧問

委員
天田　晶子	 株式会社テレビ東京広報局次長兼広報部長
新井　直彦	 日本テレビ放送網株式会社スポーツ局長
安藤　洋二	 株式会社TBSテレビ東京オリンピック・パラリンピック室長
Isabel	Reynolds	 公益社団法人日本外国特派員協会会長
石井　ユミ	 産経新聞社メディア営業局クロスメディア本部副本部長・局次長兼サテライトメディア・ビジネス部長
今井　俊之	 日本経済新聞社常務取締役
笛吹　雅子	 日本テレビ放送網株式会社報道局社会部専門副部長
北川　和徳	 日本経済新聞社編集局運動部編集委員
香髙　重美	 一般社団法人共同通信社総務局企画委員
小林　麻衣子	 株式会社テレビ朝日スポーツ局スポーツセンターGP
今野　義範	 株式会社ジェイ・スポーツ取締役編成部・制作部・メディアライツ事業部
佐藤　耕二	 株式会社テレビ朝日スポーツ局長
神保　忠弘	 毎日新聞オリンピック・パラリンピック室委員兼編集局編集委員
鈴木　裕一	 産経新聞社上席執行役員・営業統括・総合メディア戦略担当
関根　英生	 株式会社文化放送コンテンツデザイン局報道スポーツセンター
手塚　久	 スカパー JSAT株式会社執行役員・メディア事業部門コンテンツ事業本部長
東実　森夫	 株式会社時事通信社取締役五輪・パラリンピック担当
友岡　新	 株式会社フジテレビジョンスポーツ局長
中屋　祐司	 一般社団法人共同通信社専務理事
夏野　剛	 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参与、慶應義塾大学大学院政策・

メディア研究科特別招聘教授
二久　智学	 一般社団法人日本民間放送連盟事務局次長兼スポーツ業務部長
西野　文章	 一般社団法人日本新聞協会専務理事・事務局長
原田　洋子	 株式会社エフエム東京編成制作局報道・情報センター部長
樋口　太	 朝日新聞社オリンピックパラリンピック・スポーツ戦略室長
樋口　昌之	 日本放送協会2020東京オリンピック・パラリンピック実施本部副本部長
檜原　真紀	 株式会社ニッポン放送代表取締役社長
藤田　和之	 読売新聞東京本社執行役員、不動産・コンプライアンス・広報・オリンピック・パラリンピック担当
藤丸　真世	 株式会社TBSテレビ社長室秘書部
堀越　礼子	 朝日新聞社執行役員、オリンピックパラリンピック・スポーツ戦略担当
前川　万美子	 株式会社フジテレビジョン執行役員国際開発局長
松下　圭児	 株式会社テレビ東京スポーツ局長
丸山　実子	 株式会社時事通信社神戸総局長
村松　佐和子	 日本放送協会報道局スポーツセンター・スポーツ番組部チーフプロデューサー
山田　英樹	 一般社団法人日本雑誌協会事務局長、日本雑誌記者会・日本雑誌写真記者会事務局長
山本　修司	 毎日新聞社オリンピック・パラリンピック室長兼営業総本部長補佐
結城　和香子	 読売新聞東京本社編集委員
渡辺　幹夫	 東京写真記者協会事務局長
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組織委員会事務局

組織図
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特別職

事務総長（CEO）	 	 武藤　敏郎
副事務総長（COO）	 	 布村　幸彦
副事務総長	 	 佐藤　広
副事務総長	 	 坂上　優介
副事務総長	 	 古宮　正章
副事務総長	 	 山本　隆
チーフ・セキュリティ・オフィサー（CSO）	 	 米村　敏朗
ゲームズ・デリバリー・オフィサー（GDO。DCRO、スポーツ局長兼務）	 中村　英正
スポーツ・コーディネーション・オフィサー（SCO）	 岡崎　助一
チーフ・テクノロジー・イノベーション・オフィサー（CTIO）	 三木　泰雄
元CTIO（〜 2018年５月）	 	 宇陀　栄次
チーフ・インフォメーション・セキュリティ・オフィサー（CISO）	 坂　明
役員室長	 	 高橋　道和
元役員室長（〜2017年7月）	 	 平山　哲也
ゼネラル・コーディネーション・オフィサー（GCO）	 小山　哲司
アンバサダー・フォー・インターナショナル・リレーションズ（AIR）	 福嶌　教輝
スポーツディレクター	 	 小谷　実可子
元スポーツディレクター（〜2020年９月）	 	 室伏　広治
チーフ・コンプライアンス・オフィサー（CCO。総務局長兼務）	 手島　浩二
チーフ・ファイナンシャル・オフィサー（CFO。企画財務局長兼務）	 伊藤　学司
元CFO（企画財務局長兼務。〜2018年６月）	 	 中村　英正
スポークスパーソン	 	 高谷　正哲
元スポークスパーソン（〜2017年８月）	 	 小野　日子
チーフ・デジタル・マーケティング・オフィサー（CDMO）	 廣野　充俊
パラリンピック・ゲームズ・オフィサー（PGO）	 	 中南　久志
元チーフ・セレモニー・オフィサー（CRO。〜 2020年５月）	 中井　元

事務局

役員室
室長	 	 高橋　道和
元室長（〜2017年7月）	 	 平山　哲也

ゲームズ・デリバリー室（GD室）
MOC統括部長（新型コロナ・暑さ対策推進部長、総務局兼務）	 岡村　貴志
MOC計画部長	 	 澤崎　道男

改革推進室＊
室長（〜2018年３月）	 	 立田　康雄
元室長（〜2016年９月）	 	 相川　準

経営企画・改革推進室＊
室長（〜2018年６月。同年７月からは室長代理）		 中安　史明
（＊	改革推進室は、2018年４月に「経営企画・改革推進室」に改称し、2018年12月まで設置）
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監査室
室長	 	 遠松　秀将
元室長（〜2017年2月）	 	 小石原　英勝

イノベーション推進室
室長（デジタルマーケティング室長、テクノロジーサービス局次長兼務）	 平田　英世
企画調整部長	 	 新井　浩治
企画推進部長	 	 大戸　豊

パラリンピック統括室
室長（PGO）	 	 中南　久志

セレモニー室
デピュティ・チーフ・セレモニー・オフィサー（DCRO）	 日置　貴之
元デピュティ・チーフ・セレモニー・オフィサー（〜2021年3月）	 星谷　哲男
セレモニーアドバイザー	 	 中井　元
室長（スポーツ局スポーツ管理部長兼務）	 	 井上　直

聖火リレー室
室長	 	 岡田　輝彦
聖火リレー部長	 	 山崎　太朗

デジタルマーケティング室
室長（イノベーション推進室長、テクノロジーサービス局次長兼務）	 平田　英世
デジタルマーケティング推進部長	 	 齋藤　和生

総務局
局長（CCO）	 	 手島　浩二
元局長（〜2016年３月）	 	 雑賀　真
次長（大会運営局次長兼務）	 	 井川　満也
次長（大会運営局次長兼務）	 	 森　浩志
次長（人事部長兼務）	 	 吉村　美貴子
次長（総合調整部長兼務）	 	 渡邉　知秀
エグゼクティブ・アドバイザー	 	 三枝　健二
総務部長	 	 横山　正彦
リスクマネジメント部長（GD室兼務）	 	 岡村　貴志
法務部長	 	 五十嵐　敦
土地・施設利用調整部長	 	 岡部　祐一
ボランティア推進部長	 	 傳　夏樹
持続可能性部長	 	 荒田　有紀

企画財務局
局長（CFO）	 	 伊藤　学司
次長（共同実施事業管理部長兼務）	 	 田中　慎一
企画部長（GD室MOC企画部長兼務）	 	 中安　史明
アクション＆レガシー部長（東京2020認証推進室長兼務）	 石川　貴規
財務部長	 	 河口　健児
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財産管理部長	 	 藤井　達男
調達部長	 	 井阪　正光

広報局
局長	 	 小林　麻紀
元局長（〜2017年8月）	 	 小野　日子
元局長（〜2017年７月）	 	 藤澤　秀敏
元会長・事務総長付広報担当（〜2020年９月）	 	 谷内　順二
広報部長	 	 折笠　眞由美
プレスオペレーション部長	 	 西村　亮
企画制作部長	 	 小林　住彦
事業部長	 	 小林　洋行

マーケティング局
局長	 	 坂牧　政彦
元局長（〜2015年９月）	 	 槙　英俊
次長（調整部長兼務）	 	 小谷　健
次長（チケッティング第一部長兼務）	 	 鈴木　秀紀
次長	 	 中尾　潤
次長（マーケティングパートナー部長兼務）	 	 山本　知幸
デザインディレクター	 	 沢田　耕一
ベニュー・チケッティング・オペレーション・コーディネーター	 樋口　博昭
ブランド管理部長	 	 池松　州一郎
ブランド開発部長	 	 長島　征志
セールスプランニング部長	 	 古賀　徹郎
パートナーエンゲージメント部長	 	 香川　晴美
ライセンシング部長	 	 間　典彦
チケッティング第二部長	 	 波多野　直樹
チケッティング第三部長	 	 三ツ井　隆

国際局
局長	 	 村里　敏彰
次長	 	 小倉　文雄
次長	 	 高橋　美佐子
国際渉外部長	 	 石川　宣治
局長補佐	 	 小林　龍一郎
NOC/NPC部長	 	 小林　亨

スポーツ局
局長（GDO、DCRO）	 	 中村　英正
局長代理	 	 土方　政雄
次長	 	 八木　和広
次長（スポーツ調整室長兼務）	 	 松山　達朗
スポーツプレゼンテーション部長	 	 後藤　啓介

大会運営局
局長（元大会準備運営第二局長）	 	 山下　聡
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（大会準備運営第一局）　　　元局長（〜2016年2月）	 杉浦　久弘
（大会準備運営第一局）　　　元局長（〜2018年６月）	 井上　恵嗣
（大会準備運営第二局）　　　元局長（〜2018年３月）	 吉村　憲彦
次長	 	 柳舘　毅
次長（スポーツ局次長兼務）	 	 永井　扶
次長	 	 野口　毅水
次長（スポーツ局次長兼務）	 	 橋詰　豪
次長	 	 樋口　和行
次長（GD室、スポーツ局次長兼務）	 	 森　泰夫
メディカルディレクター	 	 赤間　高雄
会場マネジメント部長（会場サービス部長兼務）	 	 野平　雄一郎
会場周辺調整部長	 	 林　秀哉
清掃・廃棄物部長	 	 内野　陽
アクレディテーション部長	 	 稲垣　敦子
テストイベントマネジメント部長	 	 望月　浩
医療サービス部長	 	 宮本　哲也
飲食サービス部長	 	 山根　勉
ブロードキャスト部長	 	 石井　伸壽
選手村マネジメント部長	 	 北島　隆

警備局
局長	 	 岩下　剛
元局長（〜2018年４月）	 	 今井　勝典
次長	 	 平林　新一
警備部長	 	 河西　隆浩
装備調達部長	 	 熊野　義孝
会場警備統括部長	 	 葛城　俊英
対処調整部長	 	 岡野　敏彦
サイバー攻撃対処部長	 	 増沢　五郎

テクノロジーサービス局
局長	 	 舘　剛司
次長	 	 林　亮平
テクノロジー推進部長	 	 嘉斎　英男
ベニューテクノロジー部長	 	 吉田　忠城
リザルトシステム部長	 	 鈴木　聡子
情報システム部長	 	 臼井　明久
情報基盤部長	 	 齋藤　渉
サイバーセキュリティ部長	 	 居林　宏明
サービスデリバリー部長	 	 川田　雅彦

会場整備局
局長	 	 福島　七郎
次長（会場調整部長兼務）	 	 打田　武彦
技術管理部長	 	 新谷　康之
会場整備部長	 	 山崎　浩明
エネルギー部長	 	 野村　浩司
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輸送局
局長	 	 神田　昌幸
（施設整備調整局）　　　元局長（〜2016年６月）	 廣瀬　隆正
次長	 	 伊佐　賢一
次長	 	 蓮見　有敏
輸送総務部長	 	 油谷　行泰
出入国部長	 	 堤　俊哉
輸送運営部長	 	 砂田　覚
輸送企画部長	 	 齋藤　勝久
輸送調整部長	 	 池内　光介
ロジスティクス部長	 	 及川　勝利
宿泊部長	 	 西沢　拓

ベニューゼネラルマネージャー、デピュティベニューゼネラルマネージャー

オリンピックスタジアム	 VGM　	 森　泰夫
	 Deputy	VGM　	 望月　浩
（オリンピックスタジアム）＜パラマラソン＞	 VGM	 森　泰夫
	 Deputy	VGM　	 内田　亮
東京体育館	 VGM	 原田　聡
国立代々木競技場	 VGM　	 福地　和彦
日本武道館	 VGM	 宮島　淑行
	 Deputy	VGM	 梅村　実可
東京国際フォーラム	 VGM　	 小林　俊文
国技館	 VGM　	 竹内　宣夫
馬事公苑	 VGM　	 内藤　典子
	 Deputy	VGM　	 徳弘　欣也
武蔵野の森総合スポーツプラザ	 VGM　	 坂之上　晋
東京スタジアム	 VGM　	 稲垣　純一
	 Deputy	VGM　	 安西　浩哉
武蔵野の森公園	 VGM　	 野仲　賢勝
	 Deputy	VGM　	 石井　淳
有明アリーナ	 VGM　	 永井　扶
　　	 Deputy	VGM　	 稲村　彰映
有明体操競技場	 VGM　	 福井　孝一
有明アーバンスポーツパーク	 VGM　	 城子　立弥
有明テニスの森	 VGM　	 中野　真一
お台場海浜公園	 VGM　	 小谷　健
　　	 Deputy	VGM　	 秋谷　香
潮風公園	 VGM　	 日高　秀実
青海アーバンスポーツパーク	 VGM　	 柳澤　美香
大井ホッケー競技場	 VGM　	 原田　亜紀夫
海の森クロスカントリーコース	 VGM　	 藤井　清人
海の森水上競技場	 VGM　	 藤井　清人
　　	 Deputy	VGM　	 澤田　勝徳
カヌー・スラロームセンター	 VGM　	 山口　佳子
夢の島公園アーチェリー場	 VGM　	 柴田　啓史
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東京アクアティクスセンター	 VGM　	 柳舘　毅
　　	 Deputy	VGM　	 渡部　雅之
東京辰巳国際水泳場	 VGM　	 柳舘　毅
　　	 Deputy	VGM　	 塚越　良
国際放送センター（IBC）	 VGM　	 川久保　玲子
	 Deputy	VGM　	 菊池　徹
メインプレスセンター	（MPC）	 VGM　	 川久保　玲子
　　	 Deputy	VGM　	 菊池　徹
札幌大通公園	 VGM　	 森　泰夫
	 Deputy	VGM　	 太田　幸作
	 Deputy	VGM	 志田　透
幕張メッセ	Aホール	 VGM　	 笹井　浩典
	 Deputy	VGM　	 住田　真彌
幕張メッセ	Bホール	 VGM　	 戸倉　一洋
	 Deputy	VGM　	 住田　真彌
幕張メッセ	Cホール	 VGM　	 笹井　浩典
	 Deputy	VGM　	 住田　真彌
釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ	 VGM　	 望月　政秀
さいたまスーパーアリーナ	 VGM　	 皆川　裕
陸上自衛隊朝霞訓練場	 VGM　	 佐藤　建五
霞ヶ関カンツリー倶楽部	 VGM　	 小河原　大成
江の島ヨットハーバー	 VGM	 本松　康幸
　　	 Deputy	VGM　	 入部　透
伊豆ベロドローム	 VGM　	 橋詰　豪
　　	 Deputy	VGM　	 内藤　拓也
伊豆MTBコース	 VGM　	 内藤　拓也
富士スピードウェイ	 VGM　	 野仲　賢勝
福島あづま球場	 VGM　	 小林　洋行
横浜スタジアム	 VGM　	 坂口　裕之
札幌ドーム	 VGM　	 井上　真
宮城スタジアム	 VGM　	 八田　茂
茨城カシマスタジアム	 VGM　	 森　範仁
埼玉スタジアム2002	 VGM　	 宇田川　直人
横浜国際総合競技場	 VGM　	 岸部　明彦
選手村	 VGM　	 北島　隆
	 Deputy	VGM　	 八島　和彦
	 Deputy	VGM	 上田　勝規
	 Deputy	VGM	 大隈　啓祐
	 Deputy	VGM	 濱村　誠彦
トーキョーウォーターフロントシティ（TWFC）	 VGM　	 小林　洋行
　　	 Deputy	VGM　	 内田　亮

スポーツマネージャー、副スポーツマネージャー、種別マネージャー　

水泳	 スポーツマネージャー	 安部　喜方
	 副スポーツマネージャー	 江口　和美
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	 副スポーツマネージャー（パラリンピック）、
	 種別マネージャー（パラリンピック）	 小西　暢子
	 種別マネージャー（競泳）	 藤森　克悦
	 種別マネージャー（飛込）	 名東　久也
	 種別マネージャー（水球）	 宮﨑　昌樹
	 種別マネージャー（アーティスティックスイミング）	 齋藤　由紀
	 種別マネージャー（マラソンスイミング）	 金子　日出澄
アーチェリー	 スポーツマネージャー	 大倉　有子
陸上競技	 スポーツマネージャー	 鈴木　一弘
	 副スポーツマネージャー、
	 種別マネージャー（マラソン、競歩）	 大嶋　康弘
	 副スポーツマネージャー	 クリス　コーエン
	 種別マネージャー（パラリンピック）	 大島　さとみ
バドミントン	 スポーツマネージャー	 近藤　繁
	 副スポーツマネージャー、
	 種別マネージャー（パラリンピック）	 バンバン　ルディアント
野球・ソフトボール	 スポーツマネージャー	 横尾　賢
	 種別マネージャー（ソフトボール）	 中野　亜紀
バスケットボール	 スポーツマネージャー	 村上　伸介
	 副スポーツマネージャー、
	 種別マネージャー（バスケットボール）	 弘田　充宏
	 種別マネージャー（３×３）	 安田　美希子
ボクシング	 スポーツマネージャー	 古澤　直也
カヌー	 スポーツマネージャー	 古谷　利彦
	 種別マネージャー（スラローム）	 徳永　覚
自転車競技	 スポーツマネージャー	 片山　右京
	 副スポーツマネージャー	 西澤　真理子
	 種別マネージャー（BMXフリースタイル）	 ジョン　ホーマン
	 種別マネージャー（BMXレーシング）、
	 種別マネージャー（マウンテンバイク）	 ホルヘ　バスクェズ
	 種別マネージャー（ロード）	 ウィリアム　クリンチ
	 種別マネージャー（トラック）	 ウォルター　ユー
馬術	 スポーツマネージャー	 春田　恭彦
	 副スポーツマネージャー	 寺西　浩
フェンシング	 スポーツマネージャー	 加藤　裕子
サッカー	 スポーツマネージャー	 大谷　憲也
	 副スポーツマネージャー	 ジョン　シューマッカ
ゴルフ	 スポーツマネージャー	 立石　泰隆
体操	 スポーツマネージャー	 遠藤　幸一
ハンドボール	 スポーツマネージャー	 稲福　貴史
ホッケー	 スポーツマネージャー	 近藤　聡史
柔道	 スポーツマネージャー	 山田　利彦
空手	 スポーツマネージャー	 村田　利衛
近代五種	 スポーツマネージャー	 中村　則幸
	 副スポーツマネージャー	 グスタボ　セルケイラ
ボート	 スポーツマネージャー	 ナタリー　フィリップス
ラグビー	 スポーツマネージャー	 松尾　英美
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セーリング	 スポーツマネージャー	 大庭　秀夫
	 副スポーツマネージャー	 宮本　貴文
射撃	 スポーツマネージャー	 ピーター　アンダーヒル
スケートボード	 スポーツマネージャー	 村上　仁
スポーツクライミング	 スポーツマネージャー	 小日向　徹
サーフィン	 スポーツマネージャー	 井本　公文
卓球	 スポーツマネージャー	 横田　幸子
テコンドー	 スポーツマネージャー	 小野原　裕昭
	 副スポーツマネージャー	 マーク　カウフマン
	 種別マネージャー（パラリンピック）	 ホワン　ユーチ
テニス	 スポーツマネージャー	 中川　淳
	 種別マネージャー（車いすテニス）	 林　菜穂子
トライアスロン	 スポーツマネージャー	 鈴木　貴里代
	 副スポーツマネージャー	 篠田　雅司
バレーボール	 スポーツマネージャー	 藤野　隆弘
	 種別マネージャー（ビーチバレーボール）	 桐原　勇人
ウエイトリフティング	 スポーツマネージャー	 知念　令子
レスリング	 スポーツマネージャー	 藤森　安一
ボッチャ	 スポーツマネージャー	 齋藤　保将
５人制サッカー	 スポーツマネージャー	 大坪　英太
ゴールボール	 スポーツマネージャー	 近藤　和夫
パワーリフティング	 スポーツマネージャー	 吉田　進
	 副スポーツマネージャー	 ベロニカ　クチトバ
シッティングバレーボール	 スポーツマネージャー	 南　麟模
車いすバスケットボール	 スポーツマネージャー	 小川　智樹
	 副スポーツマネージャー	 宮本　有里恵
車いすフェンシング	 スポーツマネージャー	 山﨑　彰人
車いすラグビー	 スポーツマネージャー	 ダニエラ　コエーリョ
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3	大会関係者等

国際オリンピック委員会（IOC）

102	MEMBERS
CAN	 Mr	Richard	W.	POUND,	Q.C.,	Ad.	E.
HUN	 Mr	Pál	SCHMITT
LIE	 HSH	the	Princess	Nora	of	LIECHTENSTEIN
MON	 HSH	the	Sovereign	Prince	ALBERT	II
USA	 Ms	Anita	L.	DEFRANTZ
GBR	 HRH	the	Princess	ROYAL
PUR	 Mr	Richard	L.	CARRIÓN
SUI	 Mr	Denis	OSWALD
GER	 Mr	Thomas	BACH
KUW	 Sheikh	Ahmad	Al-Fahad	AL-SABAH	++
GBR	 Sir	Craig	REEDIE	GBE
FIJ	 Dr	Robin	E.	MITCHELL
ISR	 Mr	Alex	GILADY
RUS	 Mr	Shamil	TARPISHCHEV
UKR	 Mr	Valeriy	BORZOV
SUI	 Dr.	René	FASEL
IRL	 Mr	Patrick	Joseph	HICKEY	++
PAK	 Syed	Shahid	ALI
SWE	 Mrs	Gunilla	LINDBERG
FRA	 Mr	Guy	DRUT
LUX	 HRH	the	Grand	Duke	of	LUXEMBOURG
MAR	 Ms	Nawal	EL	MOUTAWAKEL
SGP	 Mr	Ser	Miang	NG
CHN	 Mr	Zaiqing	YU
AUS	 Mr	John	COATES,	AC
ESP	 Mr	Juan	Antonio	SAMARANCH
QAT	 HH	Amir	Sheikh	Tamim	Bin	Hamad	AL-THANI
ARU	 Mrs	Nicole	HOEVERTSZ
UKR	 Mr	Sergey	BUBKA
TUR	 Prof	Uğur	ERDENER
DEN	 HRH	Crown	Prince	Frederik	of	DENMARK
BDI	 Ms	Lydia	NSEKERA
JOR	 HRH	Prince	Feisal	AL	HUSSEIN
ESP	 Mrs	Marisol	CASADO
ARG	 Dr	Gerardo	WERTHEIN
CHN	 Mrs	Lingwei	LI
BEL	 Baron	Pierre-Olivier	BECKERS-VIEUJANT
DJI	 Ms	Aïcha	GARAD	ALI
SVK	 Ms	Danka	BARTEKOVA
AUS	 Mr	James	TOMKINS,	OAM
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ZIM	 Ms	Kirsty	COVENTRY
FRA	 Mr	Tony	ESTANGUET
ROU	 Mr	Octavian	MORARIU
BRA	 Mr	Bernard	RAJZMAN
PHI	 Mrs	Mikaela	COJUANGCO	JAWORSKI
KEN	 Mr	Paul	K.	TERGAT
ETH	 Mrs	Dagmawit	Girmay	BERHANE
SWE	 Mr	Stefan	HOLM
DEN	 Mr	Poul-Erik	HØYER
CAN	 Ms	Hayley	WICKENHEISER
SEN	 Mr	Mamadou	D.	NDIAYE
SRB	 Mr	Nenad	LALOVIC
IND	 Mrs	Nita	AMBANI
FIN	 Mrs	Sari	ESSAYAH
ITA	 Mr	Ivo	FERRIANI
COL	 Mr	Luis	Alberto	MORENO
PNG	 Ms	Auvita	RAPILLA
RSA	 Mr	Anant	SINGH
CAN	 Ms	Tricia	SMITH
AUT	 Mr	Karl	STOSS
GER	 Ms	Britta	HEIDEMANN
KOR	 Mr	Seung	Min	RYU
HUN	 Mr	Daniel	GYURTA
RUS	 Mrs	Yelena	ISINBAEVA
NZL	 Ms	Sarah	WALKER
PLW	 Ms	Baklai	TEMENGIL
NOR	 Mrs	Kristin	KLOSTER	AASEN
THA	 Mrs	KhunyingPatama	LEESWADTRAKUL
DOM	 Mr	Luis	MEJIA	OVIEDO
CHI	 Mr	Neven	ILIC
FRA	 Mr	Jean-Christophe	ROLLAND
BEL	 Mr	Ingmar	DE	VOS
CZE	 Mr	Jiri	KEJVAL
FIN	 Ms	Emma	TERHO
CHN	 Ms	Hong	ZHANG
AFG	 Ms	Samira	ASGHARI
LTU	 Mrs	Daina	GUDZINEVICIUTE
PAR	 Mr	Camilo	PÉREZ	LÓPEZ	MOREIRA
RWA	 Mrs	Felicite	RWEMARIKA
UGA	 Mr	William	Frederick	BLICK
BHU	 HRH	Prince	Jigyel	Ugyen	WANGCHUCK
BRA	 Mr	Andrew	PARSONS
JPN	 Mr	Morinari	WATANABE
ITA	 Mr	Giovanni	MALAGO
CMR	 Ms	Odette	ASSEMBE	ENGOULOU
CPV	 Ms	Filomena	FORTES
LES	 Mrs	Matlohang	MOILOA-RAMOQOPO
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CIV	 Mr	Tidjane	THIAM
CRC	 Mrs	Laura	CHINCHILLA
INA	 Mr	Erick	THOHIR
GRE	 Mr	Spyros	CAPRALOS
ALG	 Mr	Mustapha	BERRAF
IND	 Mr	Narinder	Dhruv	BATRA
KOR	 Mr	Kee	Heung	LEE
JPN	 Mr	Yasuhiro	YAMASHITA
USA	 Mr	David	HAGGERTY
SUI	 Mr	Gianni	INFANTINO
CUB	 Mrs	Maria	de	la	CARIDAD	COLÓN	RUENES
CRO	 Mrs	Kolinda	GRABAR-KITAROVIĆ
KSA	 HRH	Princess	Reema	BANDAR	AL-SAUD
MGL	 Mr	Battushig	BATBOLD
GBR	 Lord	Sebastian	COE

++	Self-suspended

1	Honorary	President
BEL	 Count	Jacque	ROGGE

43HONORARY	MEMBERS
GRE	 HM	King	CONSTANTINE
DEN	 Mr	Niels	HOLST-SØRENSEN
MGL	 Mr	Shagdarjav	MAGVAN
ALG	 Mr	Mustapha	LARFAOUI
ITA	 Ms	Manuela	DI	CENTA
KEN	 Mr	Kipchoge	KEINO
AUS	 Mr	Phillip	Walter	COLES,	AM
JPN	 Mr	Chiharu	IGAYA
SWE	 Prof.	Arne	LJUNGQVIST
CRO	 Mr	Antun	VRDOLJAK
CIV	 Intendant	General	Lassana	PALENFO
PHI	 Mr	Francisco	J.	ELIZALDE
NED	 HM	King	Willem-Alexander	of	the	NETHERLANDS
BRA	 Mr	Carlos	Arthur	NUZMAN	+++
AUS	 Mr	Richard	Kevan	GOSPER,	AO
FRA	 Mr	Jean-Claude	KILLY
IND	 Raja	Randhir	SINGH
KSA	 HRH	Prince	Nawaf	Bin	Faisal	Bin	Fahad	Bin	ABDULAZIZ	AL	SAUD
PAN	 Mr	Melitón	SÁNCHEZ	RIVAS
USA	 Mr	James	L.	EASTON
ZAM	 Mr	Patrick	S.	CHAMUNDA
URU	 Dr	Julio	César	MAGLIONE
GRE	 Mr	Lambis	V.	NIKOLAOU
RUS	 Mr	Vitaly	SMIRNOV
MEX	 Mr	Olegario	VÁZQUEZ	RAÑA
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LBN	 Mr	Toni	KHOURY
ITA	 Mr	Ottavio	CINQUANTA
RUS	 Mr	Alexander	POPOV
EGY	 General	Mounir	SABET
HKG	 Mr	Timothy	Tsun	Ting	FOK
CMR	 Mr	Issa	HAYATOU
NOR	 Mr	Gerhard	HEIBERG
MAS	 HRH	Prince	Tunku	IMRAN
ITA	 Mr	Mario	PESCANTE
RSA	 Mr	Sam	RAMSAMY
PRK	 Mr	Ung	CHANG
ITA	 Mr	Franco	CARRARO
PER	 Mr	Iván	DIBÓS
GUA	 Mr	Willi	KALTSCHMITT	LUJÁN
BAR	 Sir	Austin	L.	SEALY,	KT
SYR	 Mr	Samih	MOUDALLAL
NGR	 Mr	Habu	GUMEL
GAM	 Mrs	Beatrice	ALLEN

+++	Suspended

1	HONOUR	MEMBER
USA	 Mr	Henry	KISSINGER

国際パラリンピック委員会（IPC）

14	GOVERNING	BOARD	MEMBERS
BRA	 Mr	Andrew	PARSONS	
NZL	 Mr	Duane	KALE	
ITU	 Dr	Debra	ALEXANDER	
UAE	 Mr	Mohammed	ALHAMELI
USA	 Ms	Muffy	DAVIS	
NED	 Ms	Rita	van	DRIEL
KOR	 Mr	Sung	Il	KIM	
ITA	 Mr	Luca	PANCALLI	
ANG	 Mr	Leonel	da	ROCHA	PINTO
GBR	 Mr	Timothy	Robert	REDDISH,	CBE	
COL	 Mr	Juan	Pablo	SALAZAR	
JPN	 Mr	Yasushi	YAMAWAKI	
CAN	 Ms	Chelsey	GOTELL	
USA	 Dr	Mike	PETERS

第32回オリンピック競技大会（2020/東京）調整委員会

Chair
Mr	John	COATES,	AC	 	IOC副会長、オーストラリアオリンピック委員会会長、スポーツ仲裁国際理事会

理事長、スポーツ仲裁裁判所所長
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Vice	Chair
Mr	Alex	GILADY	 IOC委員

Members
Ms	Anita	L.	DEFRANTZ	 IOC副会長
Dr	Robin	E.	MITCHELL	 	IOC理事、オセアニアオリンピック委員会連合（ONOC）会長、国内オリンピック

委員会連合（ANOC）会長代行
Mr	Guy	DRUT	 IOC委員
Mr	Zaiqing	YU	 IOC副会長
Mrs	Nicole	HOEVERTSZ	 IOC理事、アルバオリンピック委員会専務理事
Ms	Lydia	NSEKERA	 IOC委員、ブルンジオリンピック委員会会長
HRH	Prince	Feisal	AL	HUSSEIN	 IOC理事、ヨルダンオリンピック委員会会長
Ms	Kirsty	COVENTRY	 IOC理事、IOCアスリート委員会委員長
Mrs	Mikaela	COJUANGCO	JAWORSKI	 IOC理事
Mr	Andrew	PARSONS	 IOC委員、IPC会長
Lord	Sebastian	COE	 IOC委員、国際陸上競技連盟（World	Athletics）会長
Mr	Habu	GUMEL	 IOC名誉委員、ナイジェリアオリンピック委員会会長
Mr	Francesco	RICCI	BITTI	 夏季オリンピック国際競技連盟連合（ASOIF）会長

Ex-officio	Members
Mr	Xavier	GONZALEZ	 IPC前CEO
Mr	Andrew	RYAN	 ASOIF専務理事

Director	in	charge
Mr	Christophe	DUBI	 オリンピック競技大会エグゼクティブディレクター

東京2020オリンピック　参加NOC

AFG アフガニスタン
ALB アルバニア
ALG アルジェリア
AND アンドラ
ANG アンゴラ
ANT アンティグア・バーブーダ
ARG アルゼンチン
ARM アルメニア
ARU アルバ
ASA 米領サモア
AUS オーストラリア
AUT オーストリア
AZE アゼルバイジャン
BAH バハマ
BAN バングラデシュ
BAR バルバドス
BDI ブルンジ
BEL ベルギー
BEN ベナン

BER バミューダ
BHU ブータン
BIH ボスニア・ヘルツェゴビナ
BIZ ベリーズ
BLR ベラルーシ
BOL ボリビア
BOT ボツワナ
BRA ブラジル
BRN バーレーン
BRU ブルネイ・ダルサラーム
BUL ブルガリア
BUR ブルキナファソ
CAF 中央アフリカ共和国
CAM カンボジア
CAN カナダ
CAY ケイマン諸島
CGO コンゴ
CHA チャド
CHI チリ
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CHN 中華人民共和国
CIV コートジボワール
CMR カメルーン
COD コンゴ民主共和国
COK クック諸島
COL コロンビア
COM コモロ
CPV カーボべルデ
CRC コスタリカ
CRO クロアチア
CUB キューバ
CYP キプロス
CZE チェコ共和国
DEN デンマーク
DJI ジブチ
DMA ドミニカ
DOM ドミニカ共和国
ECU エクアドル
EGY エジプト
EOR オリンピック難民選手団
ERI エリトリア
ESA エルサルバドル
ESP スペイン
EST エストニア
ETH エチオピア
FIJ フィジー
FIN フィンランド
FRA フランス
FSM ミクロネシア連邦
GAB ガボン
GAM ガンビア
GBR 英国
GBS ギニアビサウ
GEO ジョージア
GEQ 赤道ギニア
GER ドイツ
GHA ガーナ
GRE ギリシャ
GRN グレナダ
GUA グアテマラ
GUI ギニア
GUM グアム
GUY ガイアナ
HAI ハイチ
HKG ホンコン・チャイナ
HON ホンジュラス

HUN ハンガリー
INA インドネシア
IND インド
IRI イラン・イスラム共和国
IRL アイルランド
IRQ イラク
ISL アイスランド
ISR イスラエル
ISV 米領バージン諸島
ITA イタリア
IVB 英領バージン諸島
JAM ジャマイカ
JOR ヨルダン
JPN 日本
KAZ カザフスタン
KEN ケニア
KGZ キルギス
KIR キリバス
KOR 大韓民国
KOS コソボ
KSA サウジアラビア
KUW クウェート
LAO ラオス人民民主共和国
LAT ラトビア
LBA リビア
LBN レバノン
LBR リベリア
LCA セントルシア
LES レソト
LIE リヒテンシュタイン
LTU リトアニア
LUX ルクセンブルク
MAD マダガスカル
MAR モロッコ
MAS マレーシア
MAW マラウイ
MDA モルドバ共和国
MDV モルディブ
MEX メキシコ
MGL モンゴル
MHL マーシャル諸島
MKD 北マケドニア
MLI マリ
MLT マルタ
MNE モンテネグロ
MON モナコ
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MOZ モザンビーク
MRI モーリシャス
MTN モーリタニア
MYA ミャンマー
NAM ナミビア
NCA ニカラグア
NED オランダ
NEP ネパール
NGR ナイジェリア
NIG ニジェール
NOR ノルウェー
NRU ナウル
NZL ニュージーランド
OMA オマーン
PAK パキスタン
PAN パナマ
PAR パラグアイ
PER ペルー
PHI フィリピン
PLE パレスチナ
PLW パラオ
PNG パプアニューギニア
POL ポーランド
POR ポルトガル
PUR プエルトリコ
QAT カタール
ROC ROC
ROU ルーマニア
RSA 南アフリカ
RWA ルワンダ
SAM サモア
SEN セネガル
SEY セーシェル
SGP シンガポール
SKN セントクリストファー・ネービス
SLE シエラレオネ
SLO スロベニア
SMR サンマリノ

SOL ソロモン諸島
SOM ソマリア
SRB セルビア
SRI スリランカ
SSD 南スーダン
STP サントメ・プリンシペ
SUD スーダン
SUI スイス
SUR スリナム
SVK スロバキア
SWE スウェーデン
SWZ エスワティニ
SYR シリア・アラブ共和国
TAN タンザニア連合共和国
TGA トンガ
THA タイ
TJK タジキスタン
TKM トルクメニスタン
TLS 東ティモール民主共和国
TOG トーゴ
TPE チャイニーズ・タイペイ
TTO トリニダード・トバゴ
TUN チュニジア
TUR トルコ
TUV ツバル
UAE アラブ首長国連邦
UGA ウガンダ
UKR ウクライナ
URU ウルグアイ
USA アメリカ合衆国
UZB ウズベキスタン
VAN バヌアツ
VEN ベネズエラ
VIE ベトナム
VIN セントビンセント及びグレナディーン諸島
YEM イエメン
ZAM ザンビア
ZIM ジンバブエ

東京2020パラリンピック　参加NPC

AFG アフガニスタン
ALG アルジェリア
ANG アンゴラ
ARG アルゼンチン
ARM アルメニア
ARU アルバ

AUS オーストラリア
AUT オーストリア
AZE アゼルバイジャン
BAR バルバドス
BDI ブルンジ
BEL ベルギー
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BEN ベナン
BER バミューダ
BHU ブータン
BIH ボスニア・ヘルツェゴビナ
BLR ベラルーシ
BOT ボツワナ
BRA ブラジル
BRN バーレーン
BRU ブルネイ・ダルサラーム
BUL ブルガリア
CAF 中央アフリカ共和国
CAM カンボジア
CAN カナダ
CGO コンゴ
CHI チリ
CHN 中華人民共和国
CIV コートジボワール
CMR カメルーン
COD コンゴ民主共和国
COL コロンビア
CPV カーボべルデ
CRC コスタリカ
CRO クロアチア
CUB キューバ
CYP キプロス
CZE チェコ共和国
DEN デンマーク
DOM ドミニカ共和国
ECU エクアドル
EGY エジプト
ESA エルサルバドル
ESP スペイン
EST エストニア
ETH エチオピア
FIJ フィジー
FIN フィンランド
FRA フランス
FRO フェロー諸島
GAB ガボン
GAM ガンビア
GBR 英国
GBS ギニアビサウ
GEO ジョージア
GER ドイツ
GHA ガーナ
GRE ギリシャ

GRN グレナダ
GUA グアテマラ
GUI ギニア
GUY ガイアナ
HAI ハイチ
HKG ホンコン・チャイナ
HON ホンジュラス
HUN ハンガリー
INA インドネシア
IND インド
IRI イラン・イスラム共和国
IRL アイルランド
IRQ イラク
ISL アイスランド
ISR イスラエル
ISV 米領バージン諸島
ITA イタリア
JAM ジャマイカ
JOR ヨルダン
JPN 日本
KAZ カザフスタン
KEN ケニア
KGZ キルギス
KOR 大韓民国
KSA サウジアラビア
KUW クウェート
LAO ラオス人民民主共和国
LAT ラトビア
LBA リビア
LBN レバノン
LBR リベリア
LES レソト
LTU リトアニア
LUX ルクセンブルク
MAD マダガスカル
MAR モロッコ
MAS マレーシア
MAW マラウイ
MDA モルドバ共和国
MDV モルディブ
MEX メキシコ
MGL モンゴル
MKD 北マケドニア
MLI マリ
MLT マルタ
MNE モンテネグロ
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MOZ モザンビーク
MRI モーリシャス
NAM ナミビア
NCA ニカラグア
NED オランダ
NEP ネパール
NGR ナイジェリア
NIG ニジェール
NOR ノルウェー
NZL ニュージーランド
OMA オマーン
PAK パキスタン
PAN パナマ
PAR パラグアイ
PER ペルー
PHI フィリピン
PLE パレスチナ
PNG パプアニューギニア
POL ポーランド
POR ポルトガル
PUR プエルトリコ
QAT カタール
ROU ルーマニア
RPC RPC
RPT パラリンピック難民選手団
RSA 南アフリカ
RWA ルワンダ
SEN セネガル
SGP シンガポール

SLE シエラレオネ
SLO スロベニア
SOM ソマリア
SRB セルビア
SRI スリランカ
STP サントメ・プリンシペ
SUI スイス
SVK スロバキア
SWE スウェーデン
SYR シリア・アラブ共和国
TAN タンザニア連合共和国
THA タイ
TJK タジキスタン
TOG トーゴ
TPE チャイニーズ・タイペイ
TUN チュニジア
TUR トルコ
UAE アラブ首長国連邦
UGA ウガンダ
UKR ウクライナ
URU ウルグアイ
USA アメリカ合衆国
UZB ウズベキスタン
VEN ベネズエラ
VIE ベトナム
VIN セントビンセント及びグレナディーン諸島
YEM イエメン
ZAM ザンビア
ZIM ジンバブエ

※パラリンピック初参加国：ブータン、グレナダ、モルディブ、パラグアイ、セントビンセント及びグレナディーン諸島

東京2020オリンピック　国際競技連盟（IF）

国際水泳連盟	 International	Swimming	Federation	（FINA）
世界アーチェリー連盟	 World	Archery	Federation	（WA）	
ワールドアスレティックス	 World	Athletics	（WA）	
世界バドミントン連盟	 Badminton	World	Federation	（BWF）	
世界野球ソフトボール連盟	 World	Baseball	Softball	Confederation	（WBSC）
国際バスケットボール連盟	 International	Basketball	Federation	（FIBA）	
IOCボクシングタスクフォース		*オリンピック大会	ボクシング競技運営の役割を担う
	 IOC	Boxing	Task	Force	（BTF）
国際カヌー連盟	 International	Canoe	Federation	（ICF）
国際自転車競技連合	 International	Cycling	Union	（UCI）
国際馬術連盟	 International	Equestrian	Federation	（FEI）
国際フェンシング連盟	 International	Fencing	Federation	（FIE）
国際サッカー連盟	 International	Association	Football	Federation	（FIFA）
国際ゴルフ連盟	 International	Golf	Federation	（IGF）	
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国際体操連盟	 International	Gymnastics	Federation	（FIG）
国際ハンドボール連盟	 International	Handball	Federation	（IHF）	
国際ホッケー連盟	 International	Hockey	Federation	（FIH）	
国際柔道連盟	 International	Judo	Federation	（IJF）	
世界空手連盟	 World	Karate	Federation	（WKF）
国際近代五種連合	 International	Modern	Pentathlon	Union	（UIPM）	
ワールドローイング	 World	Rowing	
ワールドラグビー	 World	Rugby	（WR）
ワールドセーリング	 World	Sailing	（WS）
国際射撃連盟	 International	Shooting	Sport	Federation	（ISSF）
ワールドスケート	 World	Skate	（WSK）
国際スポーツクライミング連盟	 International	Federation	of	Sport	Climbing	（IFSC）
国際サーフィン連盟	 International	Surfing	Association	（ISA）	
国際卓球連盟	 International	Table	Tennis	Federation	（ITTF）
ワールドテコンドー	 World	Taekwondo	（WT）
国際テニス連盟	 International	Tennis	Federation	（ITF）	
ワールドトライアスロン	 World	Triathlon	（TRI）
国際バレーボール連盟	 International	Volleyball	Federation	（FIVB）
国際ウエイトリフティング連盟	 International	Weightlifting	Federation	（IWF）
世界レスリング連合	 United	World	Wrestling	（UWW）

東京2020パラリンピック　国際競技連盟（IF）　（2021年8月24日現在）

世界アーチェリー連盟	 World	Archery	Federation	（WA）
世界バドミントン連盟	 Badminton	World	Federation	（BWF）
国際ボッチャ競技連盟	 Boccia	International	Sports	Federation	（BISFed）
国際カヌー連盟	 International	Canoe	Federation	（ICF）	
国際自転車競技連合	 International	Cycling	Union	（UCI）
国際馬術連盟	 International	Equestrian	Federation	（FEI）	
国際視覚障がい者スポーツ連盟	 International	Blind	Sports	Federation	（IBSA）	
世界パラ陸上競技連盟	 World	Para	Athletics	（WPA）	
世界パラパワーリフティング連盟	 World	Para	Powerlifting	（WPPO）
世界パラ水泳連盟	 World	Para	Swimming	（WPS）
ワールドローイング	 World	Rowing
世界パラ射撃連盟	 World	Shooting	Para	Sport	（WSPS）
世界パラバレーボール機構	 World	ParaVolley	（WPV）
国際卓球連盟	 International	Table	Tennis	Federation	（ITTF）
ワールドテコンドー	 World	Taekwondo	（WT）
ワールドトライアスロン	 World	Triathlon	（TRI）
国際車いすバスケットボール連盟	 International	Wheelchair	Basketball	Federation	（IWBF）
国際車いす・切断者スポーツ連盟	 International	Wheelchair	and	Amputee	Sports	Federation	（IWAS）
ワールド車いすラグビー	 World	Wheelchair	Rugby	（WWR）	
国際テニス連盟	 International	Tennis	Federation	（ITF）

東京2020オリンピック　国内競技連盟（NF）　※NF協議会参加団体

公益財団法人日本陸上競技連盟
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公益財団法人日本水泳連盟
公益財団法人日本サッカー協会
公益財団法人日本テニス協会
公益社団法人日本ボート協会
公益社団法人日本ホッケー協会
一般社団法人日本ボクシング連盟
公益財団法人日本バレーボール協会
公益財団法人日本体操協会
公益財団法人日本バスケットボール協会
公益財団法人日本レスリング協会
公益財団法人日本セーリング連盟
公益社団法人日本ウエイトリフティング協会
公益財団法人日本ハンドボール協会
公益財団法人日本自転車競技連盟
公益財団法人日本卓球協会
公益社団法人日本馬術連盟
公益社団法人日本フェンシング協会
公益財団法人全日本柔道連盟
公益財団法人日本ソフトボール協会
公益財団法人日本バドミントン協会
公益社団法人日本ライフル射撃協会
公益社団法人日本近代五種協会
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会
公益社団法人日本山岳・スポーツクライミング協会
公益社団法人日本カヌー連盟
公益社団法人全日本アーチェリー連盟
公益財団法人全日本空手道連盟
一般社団法人日本クレー射撃協会
一般財団法人全日本野球協会
公益社団法人日本トライアスロン連合
公益財団法人日本ゴルフ協会
一般社団法人全日本テコンドー協会
一般社団法人日本サーフィン連盟
一般社団法人ワールドスケートジャパン
一般社団法人日本野球機構

東京2020パラリンピック　国内競技連盟（NF）　※NF協議会参加団体

一般社団法人日本身体障害者アーチェリー連盟
一般社団法人日本パラ陸上競技連盟
一般社団法人日本障がい者バドミントン連盟
特定非営利活動法人日本ブラインドマラソン協会
一般社団法人日本ボッチャ協会
一般社団法人日本障害者カヌー協会
公益財団法人日本自転車競技連盟
一般社団法人日本障がい者乗馬協会
特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会
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一般社団法人日本ゴールボール協会
特定非営利活動法人日本視覚障害者柔道連盟
特定非営利活動法人日本パラ・パワーリフティング連盟
公益社団法人日本ボート協会
特定非営利活動法人日本障害者スポーツ射撃連盟
一般社団法人日本パラ水泳連盟
一般社団法人全日本テコンドー協会
公益社団法人日本トライアスロン連合
一般社団法人日本肢体不自由者卓球協会
一般社団法人日本パラバレーボール協会
一般社団法人日本車いすバスケットボール連盟
NPO法人日本車いすフェンシング協会
一般社団法人日本車いすラグビー連盟
一般社団法人日本車いすテニス協会
特定非営利活動法人日本知的障がい者陸上競技連盟
一般社団法人日本知的障害者水泳連盟
一般社団法人日本知的障がい者卓球連盟

放送権者

AFRICA
MIDDLE	EAST	&	NORTH	AFRICA	 BeIN
ALL	AFRICA	except	South	Africa	and	North	Africa	（Sub-Saharan	Africa）
	 Infront
South	Africa	 South	African	Broadcasting	Corporation
	 SUPERSPORT	（SSI）

AMERICAS
ARGENTINA	 Televisión	Pública	Argentina
BRAZIL	 Globo	Comunicação	e	Participações	S.A.
CANADA	 Canadian	Broadcasting	Corporation/Radio-Canada
CARRIBEAN	 International	Media	Content	Ltd	（IMC）
CENTRAL	AMERICA	and	most	part	of	South	America	
	 ALBAVISION
CHILE	 Televisión	Nacional	de	Chile
COLOMBIA	 CARACOL
CUBA	 ICRT	-	Cuba	
LATIN	AMERICA	EXCEPT	BRAZIL	 AMERICA	MOVIL,	S.A.B.	DE	C.V.
MEXICO	 TELEVISA
UNITED	STATES	 NBC	Olympics	LLC
VENEZUELA	 TVES

ASIA
CHINA	 China	Media	Group
INDIA	 	Sony	Entertainment	Television	India	
Nepal,	Bangladesh,	Bhutan,	Maldives		 Asia	Pacific	Broadcasting	Union
SOUTH	EAST	AND	CENTRAL	ASIA	 Dentsu	Inc.
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JAPAN	 Japan	Consortium
KOREA	 Seoul	Broadcasting	System

OCEANIA
AUSTRALIA	 Seven	Network
NEW	ZEALAND	 SKY	New	Zealand

EUROPE
FRANCE	 FRANCE	TELEVISIONS
NORWAY	 NRK	Radio
RUSSIA	 TELESPORT	（TSP）	-	Russia
UNITED	KINGDOM	 British	Broadcasting	Corporation
DISCOVERY	CORPORATE	SERVICES	LIMITED	（EUROSPORT）
ALBANIA	 RTSH
ANDORRA	 RTVA
ARMENIA	 ARMENIA	TV
AUSTRIA	 ORF
AZERBAJIAN	 AZTV
BELARUS	 BELARUS	TV
BELGIUM	 VRT
	 RTBF	-	Radio	Television	belge	de	la	Communauté	Francaise
BOSNIA	&	HERZEGOVINA	 BHRT
BULGARIA	 BNT
CROATIA	 HRT
CYPRUS	 CYBC
CZECH	REPUBLIC	 CZECH	TV
	 CZECH	RADIO
DENMARK	 DR
ESTONIA	 EESTI	MEDIA
FINLAND	 YLE
GEORGIA	 GPB
GERMANY	 ARD-ZDF
	 ARD	RA
GREECE	 ERT
HUNGARY	 MTVA
ICELAND	 RUV
IRELAND	 RTE
ISRAEL	 RGE	MEDIA	GROUP
ITALY	 RAI
KOSOVO	 RTK
LATVIA	 LATVIAN	TV
	 LATVIAN	RADIO
LITHUANIA	 NOC/TV3
LUXEMBURG	 RTL	（CLT-UFA）
MACEDONIA	 MKRTV
MONTENEGRO	 RTCG
NETHERLANDS	 NOS
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NORWAY	 P4
POLAND	 TVP
	 Polish	Radio
PORTUGAL	 RTP
ROMANIA/MOLDOVA	 TVR
SERBIA	 RTS
SLOVAKIA	 RTVS
SLOVENIA	 RTV
SPAIN	 Cadena	COPE
	 ONDA	CERO
	 PRISA	Radio
	 Radio	Television	Española
	 Radio	Marca
SWEDEN	 Swedish	Radio
SWITZERLAND	 SRG
TURKEY	 TRT
UKRAINE	 UA:	PERSHYI

マーケティングパートナー

【TOPパートナー】
パートナー カテゴリー（※）

1 The	Coca-Cola	Company	 ノンアルコール飲料
※コーヒー豆、インスタントコーヒー／粉・顆粒（※2018.11.28追加権利）

2 Airbnb,	Inc.	 ユニークな宿泊施設／ユニークな体験サービス／
オリンピアンによる体験サービス

3 Alibaba	Group	Holding	Limited	 クラウド・インフラストラクチャー／クラウド・サービス／
Eコマース・プラットフォーム・サービス

4 Atos	SE	 インフォメーションテクノロジー

5 Bridgestone	Corporation	
タイヤ／タイヤ・自動車サービス／
自転車（電動・モーターアシスト除く）／
免震ゴム・樹脂配管システム等の化工品

6 Dow	Inc.	 化学品及び原料

7 General	Electric	Company	
発電・送配電システム／医療用画像診断・情報システム／
照明機器及びシステム／輸送管理システム／鉄道輸送システム／
航空機エンジン／オイル＆ガス設備／水処理システム

8 Intel	Corporation	 プロセッサー／シリコンプラットフォーム／
ドローン（パブリックセーフティ目的のドローンを除く）

9 The	Swatch	Group	Ltd	
時計（例：腕時計、置時計、公式カウントダウンクロック）／
計時システム・サービス／電子計時／計測／
スコアボードシステム・サービス

10 Panasonic	Corporation	

テレビ／ PC ／放送用・プロ用を含む音響・映像機器／
AV記録メディア／カーナビゲーションシステム／
関連のカーエンターテイメント機器／
AVセキュリティ関連機器／白物家電／電動自転車

11 The	Procter	&	Gamble	Company	 パーソナルケア／ハウスホールドケア製品

12 Samsung	Electronics	Co.	Ltd.	 ワイヤレスコミュニケーション機器／
タブレット及びその周辺機器／携帯電話

13 TOYOTA	MOTOR	CORPORATION	 モビリティ	（車両、モビリティサービス、モビリティサポートロボット）

14 Visa	Inc.	 決済サービス

※全て日本国内のカテゴリー
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【東京2020	ゴールドパートナー（Tier1）】
発表日 パートナー カテゴリー

1 2015/01/27 アサヒビール株式会社 ビール＆ワイン、チューハイ（焼酎ベース）
2 2015/04/06 株式会社アシックス スポーツ用品（スポーツアパレル及び競技用具）
3 2015/02/18 キヤノン株式会社 スチルカメラ及びデスクトップ・プリンター
4 2015/03/18 ＥＮＥＯＳ株式会社 石油、ガス、電気供給
5 2015/03/20 東京海上日動火災保険株式会社 損害保険
6 2015/03/20 日本生命保険相互会社 生命保険

7 2015/02/19 日本電気株式会社
パブリックセーフティ先進製品（生体認証、行動検知・解析、
ドローン）／ネットワーク製品（SDN、有線ネットワーク、無線
ネットワーク、業務用無線システム）

8 2015/01/26 日本電信電話株式会社 通信サービス
9 2015/03/25 野村ホールディングス株式会社 証券
10 2015/02/19 富士通株式会社 データセンターハードウェア
11 2015/04/14 株式会社みずほフィナンシャルグループ 銀行
12 2015/04/14 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 銀行
13 2015/04/20 三井不動産株式会社 不動産開発
14 2015/10/16 株式会社明治 乳製品・菓子
15 2015/11/26 株式会社LIXIL 住宅設備部材及び水回り備品

【東京2020	パラリンピックゴールドパートナー】
IOCと契約するオリンピックTOPパートナーのうち、東京2020パラリンピック競技大会の権利を取得しているパートナー

発表日 パートナー カテゴリー
1 ※ Atos	SE インフォメーションテクノロジー

2 2016/03/10 Bridgestone	Corporation タイヤ／タイヤ・自動車サービス／自転車（電動・モーターア
シスト除く）／免震ゴム・樹脂配管システム等の化工品

3 2018/12/25 The	Coca-Cola	Company ノンアルコール飲料

4 2016/08/25 Panasonic	Corporation

テレビ／ PC ／放送用・プロ用を含む音響・映像機器／ AV
記録メディア／カーナビゲーションシステム／関連のカーエン
ターテイメント機器／ AVセキュリティ関連機器／白物家電／
電動自転車／福祉関連商品（福祉用バスルーム、福祉用洗面
台、Theシャワー、福祉用ホームエレベーター）／パワーアシ
ストスーツ

5 2020/02/21 Samsung	Electronics	Co.	Ltd. ワイヤレスコミュニケーション機器／タブレット及びその周辺
機器／携帯電話

6 2017/06/12 TOYOTA	MOTOR	CORPORATION モビリティ（車両、モビリティサービス、モビリティサポートロ
ボット）、リハビリテーションロボット、ウエラブルロボット

7 2019/04/15 Visa	Inc. 決済サービス

8 ※ Alibaba	Group	Holding	Limited クラウド・インフラストラクチャー／クラウド・サービス／ Eコ
マース・プラットフォーム・サービス

9 ※ General	Electric	Company
発電・送配電システム／医療用画像診断・情報システム／照
明機器及びシステム／輸送管理システム／鉄道輸送システム
／航空機エンジン／オイル＆ガス設備／水処理システム

10 ※ The	Swatch	Group	Ltd
時計（例：腕時計、置時計、公式カウントダウンクロック）、計
時システム・サービス、電子計時、計測、スコアボードシステ
ム・サービス

11 2018/08/24 The	Procter	&	Gamble	Company パーソナルケア及びハウスホールドケア製品	
※下線部はオリンピックカテゴリーからの追加
※アトス、オメガは、マーケティングプラン契約（東京2020とIOCの間で2014年11月14日に締結）により、
　東京パラリンピック競技大会の権利付与
※アリババは、IOCとの契約、GEは組織委員会との契約により、東京2020パラリンピック競技大会の権利付与
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【東京2020オフィシャルパートナー（Tier2）】

発表日 パートナー カテゴリー

1 2016/03/28 味の素株式会社 調味料、乾燥スープ、アミノ酸ベース顆粒、冷凍食品
※コーヒー豆、インスタントコーヒー／粉・顆粒

2 2017/10/27 アース製薬株式会社 家庭用殺虫剤、虫よけ、肥料、培養土及び除草剤	

3 2016/07/05 イー・エフ・エデュケーション・ファースト・ジャパン株式会社 語学トレーニング

4 2016/04/27 株式会社エアウィーヴ 寝具
5 2016/04/15 キッコーマン株式会社 ソース（しょうゆ含む）、酢、みりん、料理酒
6 2016/03/31 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社 旅行業務及びナショナルトリップホスピタリティーサービス
7 2016/03/31 株式会社	ＪＴＢ 旅行業務及びナショナルトリップホスピタリティーサービス
8 2016/06/09 シスコシステムズ合同会社 ネットワーク製品
9 2015/10/20 セコム株式会社 セキュリティサービス＆プランニング
10 2015/06/15 全日本空輸株式会社 旅客航空輸送サービス
11 2015/10/20 綜合警備保障株式会社 セキュリティサービス＆プランニング
12 2016/10/31 大日本印刷株式会社 印刷サービス
13 2016/07/29 大和ハウス工業株式会社 施設建設&住宅開発
14 2015/07/27 東京ガス株式会社 ガス・ガス公共サービス
15 2016/06/07 東京地下鉄株式会社 旅客鉄道輸送サービス
16 2016/02/24 TOTO株式会社 水回り備品
17 2016/03/31 東武トップツアーズ株式会社 旅行業務及びナショナルトリップホスピタリティーサービス
18 2016/10/31 凸版印刷株式会社 印刷サービス
19 2019/02/22 成田国際空港株式会社 空港サービス
20 2016/06/23 日清食品ホールディングス株式会社 カップ麺、袋麺、チルド麺、冷凍麺
21 2015/08/20 日本郵政株式会社 郵便
22 2019/02/22 日本空港ビルデング株式会社 空港サービス
23 2015/06/15 日本航空株式会社 旅客航空輸送サービス
24 2016/06/07 東日本旅客鉄道株式会社 旅客鉄道輸送サービス
25 2018/02/06 久光製薬株式会社 外用鎮痛消炎剤
26 2016/02/29 三菱電機株式会社 エレベーター、エスカレーター、ムービングウォーク
27 2015/08/10 ヤマトホールディングス株式会社 荷物輸送サービス
28 2017/05/30 株式会社リクルート 人材サービス＆オンライン学習及び教育サービス
29 2016/01/22 株式会社読売新聞東京本社 新聞
30 2016/01/22 株式会社朝日新聞社 新聞
31 2016/01/22 株式会社日本経済新聞社 新聞
32 2016/01/22 株式会社毎日新聞社 新聞

【東京2020パラリンピックオフィシャルパートナー】
IOCと契約するオリンピックTOPパートナーのうち、東京2020パラリンピック競技大会の権利を取得しているパートナー

発表日 パートナー カテゴリー

1 2020/01/28 Airbnb,	Inc. ユニークな宿泊施設／ユニークな体験サービス／オリンピア
ンによる体験サービス
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【東京2020オフィシャルサポーター（Tier3）】

発表日 パートナー カテゴリー
1 2018/10/11 株式会社	AOKI	ホールディングス ビジネス&フォーマルウェア
2 2018/12/14 Aggreko	Events	Services	Japan株式会社 仮設電源サービス	
3 2018/10/03 株式会社ECC 語学トレーニングサービス	

4 2019/10/28 EY	Japan株式会社 プロフェッショナルサービス（監査、財務、税務、プロジェク
トマネジメント、企画・運営管理コンサルティング）	

5 2018/12/03 Ottobock	SE	&	Co.	KGAa
(※パラリンピック大会のみ)

治療用医療器具、リハビリ及びモビリティーヘルスケア製品
（義肢、装具、車いす含む）、外骨格装置	

6 2019/04/10 株式会社KADOKAWA 書籍及び雑誌の出版サービス	

7 2019/06/27 グーグル合同会社

インターネットにおける情報及びナビゲーションサービス
（Web ／ Appまたはインターネットの検索エンジンシステム及
びサービス、インターネットベースのナビゲーション及び地図
サービス、バーチャルまたはインテリジェントパーソナルアシス
タントシステム及びサービス、インターネットベースの翻訳シス
テムおよびサービス、オンラインにおける周辺施設情報案内
サービス）

8 2018/08/30 コクヨ株式会社 オフィス家具	&	文具	
9 2018/10/17 清水建設株式会社 施設建設・土木
10 2019/02/20 ＴＡＮＡＫＡホールディングス株式会社 貴金属・宝飾品	
11 2020/01/27 テクノジム	ジャパン株式会社 フィットネス機器
12 2020/07/22 東武タワースカイツリー株式会社 東京スカイツリーの電波塔および展望台の運営・管理
13 2018/06/04 株式会社乃村工藝社 内部空間・展示空間のデザイン、設計、施工
14 2018/08/03 パーク２４株式会社 駐車場サービス
15 2018/01/17 株式会社パソナグループ 人材サービス

16 2019/11/15 株式会社ボストン・コンサルティング・グ
ループ

プロフェッショナルサービス（戦略コンサルティング、プロジェ
クトマネジメント、企画・運営管理コンサルティング）

17 2018/04/13 丸大食品株式会社 ハム、ソーセージ、ウインナー、ベーコン、魚肉ソーセージ、か
まぼこ、ローストポーク、スペアリブ

18 2018/12/06 株式会社モリサワ フォントデザイン	&	開発サービス

19 2019/05/31 ヤフー株式会社

インターネットにおける情報及びナビゲーションサービス
（Web ／ Appまたはインターネットの検索エンジンシステム及
びサービス、インターネットベースのナビゲーション及び地図
サービス、オンラインにおける周辺施設情報案内サービス、気
象および災害警報情報の提供サービス）

20 2018/01/01 株式会社産業経済新聞社 新聞
21 2018/01/01 株式会社北海道新聞社 新聞

ライセンシー

日本郵便株式会社	 切手
独立行政法人造幣局	 コイン
株式会社電通テック	 証紙・副資材／プレミアム／リテイル
相田化学工業株式会社	 製造
株式会社アイル	 製造
株式会社あかしや	 製造
株式会社あすなろ舎	 製造
株式会社アドバンス・ジェイ	 製造
アラ商事株式会社	 製造
株式会社イーカム	 製造
株式会社榮太樓總本鋪　　　	 製造
株式会社SGC	 製造
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株式会社エツミ	 製造
株式会社エンスカイ	 製造
株式会社小川	 製造
株式会社カイタックファミリー	 製造
川口商工会議所	 製造
株式会社カワダ	 製造
株式会社ギャンビット	 製造
株式会社栗原	 製造
株式会社グレープストーン	 製造
株式会社ケイカンパニー	 製造
株式会社ケンコー・トキナー	 製造
興和株式会社	 製造
国内通商株式会社	 製造
小久保製氷冷蔵株式会社	 製造
株式会社コモンズ２	 製造
株式会社コロンバン	 製造
サーモス株式会社	 製造
株式会社サン・アロー	 製造
株式会社サンクゼール	 製造
サンスター文具株式会社	 製造
四国団扇株式会社	 製造
シャープ株式会社	 製造
株式会社JALUX	 製造
株式会社ショウエイ	 製造
スケーター株式会社	 製造
株式会社ステーツ	 製造
株式会社スリーアローズ	 製造
株式会社セイワ	 製造
株式会社セガ	 製造
株式会社セガトイズ	 製造
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン		 製造
株式会社ゼンリン	 製造
株式会社宗家源吉兆庵	 製造
ソースネクスト株式会社	 製造
株式会社ソニア	 製造
ゾルハラ株式会社	 製造
株式会社大藤	 製造
株式会社タカラトミー	 製造
株式会社タカラトミーアーツ	 製造
株式会社ツインズ	 製造
株式会社Dスポーツマーチャンダイジング	 製造
株式会社ディンギー	 製造
東京製旗株式会社	 製造
東京風月堂株式会社	 製造
株式会社常盤堂雷おこし本舗	 製造
株式会社虎屋	 製造
株式会社トレミール	 製造



49 

株式会社ナイガイ	 製造
株式会社長登屋	 製造
ナカバヤシ株式会社	 製造
株式会社ナガホリ	 製造
ニッポンスリッパ株式会社	 製造
一般社団法人日本金地金メダリオン協会	 製造
株式会社日本標準	 製造
ハクバ写真産業株式会社	 製造
株式会社バンダイ	 製造
株式会社BANDAI	SPIRITS	 製造
株式会社ビームス		 製造
株式会社ビクセン	 製造
株式会社兵左衛門	 製造
株式会社福砂屋	 製造
株式会社藤二誠	 製造
ブルーミング中西株式会社	 製造
株式会社ブルームーン	 製造
株式会社文明堂東京	 製造
ベルボン株式会社	 製造
株式会社ポニーキャニオン	 製造
前畑株式会社	 製造
株式会社マッス	 製造
松本徽章工業株式会社	 製造
株式会社丸眞	 製造
丸菱工業株式会社	 製造
ムーンバット株式会社	 製造
株式会社メディコムトイ	 製造
株式会社守屋	 製造
株式会社ヤギ	 製造
株式会社ヤクセル	 製造
有限会社山形工房	 製造
山本光学株式会社	 製造
株式会社山本海苔店	 製造
ヤング産業株式会社	 製造
株式会社ユーハイム	 製造
株式会社吉徳	 製造
株式会社47CLUB	 製造
株式会社レナウンインクス	 製造
株式会社オークコーポレーション	 製造／リテイル
全国自治宝くじ事務協議会	 宝くじ
一般社団法人全国自動車標板協議会	 ナンバープレート
アース製薬株式会社	 パートナー／製造
株式会社AOKI	 パートナー／製造
株式会社エアウィーヴ	 パートナー／製造
株式会社KADOKAWA	 パートナー／製造
コクヨ株式会社	 パートナー／製造
パナソニック株式会社	 パートナー／製造
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久光製薬株式会社	 パートナー／製造
ブリヂストンスポーツ株式会社	 パートナー／製造
株式会社明治	 パートナー／製造
大日本印刷株式会社	 パートナー／製造／プレミアム
凸版印刷株式会社	 パートナー／製造／プレミアム
アシックスジャパン株式会社	 パートナー／製造／リテイル
日本空港ビルデング株式会社（羽田空港）	 パートナー／リテイル
イオンリテール株式会社	 リテイル
イオン琉球株式会社	 リテイル
株式会社イデア	 リテイル
株式会社イトーヨーカ堂	 リテイル
株式会社NAAリテイリング	 リテイル
株式会社近鉄百貨店	 リテイル
株式会社京王アートマン	 リテイル
株式会社サーズ	 リテイル
株式会社電通	 リテイル
東急不動産株式会社	 リテイル
東京急行電鉄株式会社	 リテイル
株式会社ビックカメラ	 リテイル
株式会社丸善ジュンク堂書店	 リテイル

ソールサプライヤー

競技 種別 備品 サプライヤー
水泳 水球 試合球及び関連備品	審判用備品 株式会社ミカサ

陸上競技 陸上競技に使用される競技備品
	（トラック舗装材を含む） モンド社

バドミントン バドミントンに使用される競技備品
とストリンギングサービス ヨネックス株式会社

野球・ソフトボール 野球 ボール 株式会社エスエスケイ
野球・ソフトボール ソフトボール ボール ミズノ株式会社
バスケットボール バスケットボール バックストップユニット シェルデスポーツ
バスケットボール バスケットボール 競技用木床材 ジェルフロア社
バスケットボール バスケットボール ボール及び関連備品 株式会社モルテン
バスケットボール 3x3	バスケットボール バックストップユニット シェルデスポーツ
バスケットボール 3x3	バスケットボール 競技用床材 エンリオ
バスケットボール 3x3	バスケットボール ボール及び関連備品 ウィルソン・スポーティンググッズ

ボクシング リングと練習用備品 サントウタイシャンスポーツエクイップ
メント社

自転車競技 自転車競技に使用される競技備品
とリペアサービス 株式会社シマノ

サッカー ボール アディダス　ジャパン株式会社
ゴルフ 芝刈り機、その他コース整備機材 トロ・カンパニー

体操 競技用器具（体操・新体操・トラン
ポリン）

SES	コンソーシアム（セノー株式会社		
ユーロトランプ　トランポリン社		ス
ピース　ジムナスティックス社）

ハンドボール 競技用床材 ジェルフロア社
ハンドボール ボール及び関連備品 株式会社モルテン
ホッケー 競技用ゴールとコーナーフラッグ ハロッド社
ホッケー 人工芝 ポリタン社
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競技 種別 備品 サプライヤー

柔道 競技用畳 サントウタイシャンスポーツエクイップ
メント社

柔道 リザーブ柔道着 ミズノ株式会社

ラグビー ボール及び関連備品 グレイスオブケンブリッジ（インターナ
ショナル）社

セーリング レーザー級及びレーザーラジアル
級	競技艇

パフォーマンス　セイルクラフト　
ジャパン株式会社

射撃 クレー ラポルテ社
スポーツクライミング クライミングウォール アントルプリーズ社
スポーツクライミング オートビレイ C3	マニュファクチャリング社
卓球 卓球台及び関連備品 株式会社三英
卓球 ボール及び関連備品 シャンハイダブルハピネス社
卓球 競技用床材 ティンスー社

テコンドー マット サントウタイシャンスポーツエクイップ
メント社

テニス ストリンギングサービス ヨネックス株式会社
テニス 試合球 住友ゴム工業株式会社

トライアスロン 自転車競技に使用される競技備品
とリペアサービス 株式会社シマノ

トライアスロン スイム用キャップ フィニス社
バレーボール バレーボール 試合球及び関連備品	審判用備品 株式会社ミカサ
バレーボール バレーボール 競技用床材 ジェルフロア社
バレーボール バレーボール 競技用ネット及び関連備品	審判台 セノー株式会社
バレーボール ビーチバレーボール 試合球及び関連備品	審判用備品 株式会社ミカサ
バレーボール ビーチバレーボール 競技用ネット及び関連備品	審判台 セノー株式会社

ウエイトリフティング ウエイトリフティングに使用される
競技備品 チャンゴンバーベルツーツァオ社

レスリング マットと練習用備品 サントウタイシャンスポーツエクイップ
メント社

ボッチャ 試合球 ボッカボール社
ボッチャ 試合球 ハンディライフスポーツ社
ボッチャ 試合球 ヴィクトリースポーツ社
ボッチャ 試合球 プロディジーフロンティア社
ゴールボール ゴール ジー・オー・ピー株式会社
シッティングバレーボール ボール及び関連備品 株式会社モルテン
シッティングバレーボール 競技用ネット及び関連備品 セノー株式会社
車いすバスケットボール ボール及び関連備品 株式会社モルテン
車いすバスケットボール 競技用バックストップ及び関連備品 セノー株式会社
車いすラグビー ボール及び関連備品 株式会社モルテン
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4	会議体、審査会

東京2020大会モットー選定委員会　（2019年10月2日現在）

草刈　民代	 元バレリーナ、俳優
多羅尾　光睦	 東京都副知事
土田　和歌子	 パラリンピアン（陸上）
デービッド　アトキンソン	 株式会社小西美術工藝社代表取締役社長
夏木　マリ	 歌手、俳優、演出家
林　真理子	 作家
松田　丈志	 オリンピアン（競泳）、スポーツジャーナリスト
三屋　裕子	 オリンピアン（バレーボール）、公益財団法人日本バスケットボール協会会長
武藤　敏郎	 東京2020組織委員会専務理事・事務総長

被災地復興支援連絡協議会

岩手県文化スポーツ部部長
宮城県企画部オリンピック・パラリンピック大会推進局長
福島県企画調整部文化スポーツ局長
内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局長
文部科学省スポーツ庁次長
復興庁統括官
東京都総務局長
東京都オリンピック・パラリンピック準備局長
日本オリンピック委員会専務理事
日本障がい者スポーツ協会日本パラリンピック委員会委員長
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会事務総長
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会副事務総長
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会総務局長
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会企画財務局長
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長

東京2020大会における新型コロナウイルス感染症対策のための専門家ラウンドテーブル	

岡部　信彦	 川崎市健康安全研究所長、調整会議メンバー
河野　一郎	 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副会長
齋藤　智也	 国立感染症研究所感染症危機管理研究センター	センター長、調整会議メンバー
田島　文博	 和歌山県立医科大学リハビリテーション医学講座教授、JPSA医学委員会副委員長
森村　尚登	 	帝京大学医学部救急医学講座主任教授、2020年東京オリンピック・パラリンピックに係る救急・

災害医療体制を検討する学術連合体
矢野　晴美	 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理事
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東京オリンピック・パラリンピック競技大会における新型コロナウイルス感染症対策調整会議　
（2021年4月28日現在）	

議長
内閣官房副長官（事務）

議長代行
内閣官房副長官補（内政担当）

副議長
東京都副知事
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事務総長
内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局長
内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長

構成員
内閣官房内閣審議官（国家安全保障局）
内閣官房内閣審議官（内閣官房副長官補付）
内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局総括調整統括官
内閣官房内閣審議官（新型コロナウイルス感染症対策推進室）
出入国在留管理庁次長
外務省東京オリンピック・パラリンピック要人接遇事務局長
スポーツ庁次長
厚生労働省健康局長
経済産業省大臣官房総括審議官
東京都総務局長
東京都オリンピック・パラリンピック準備局長
東京都オリンピック・パラリンピック準備局理事（東京	2020	大会保健医療担当）
東京都福祉保健局長
東京都福祉保健局健康危機管理担当局長
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ゲームズ・デリバリー・オフィサー
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チーフ・ファイナンシャル・オフィサー
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大会運営局長
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警備局長
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輸送局長
公益財団法人日本オリンピック委員会専務理事
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委員長

アドバイザー
岡部　信彦　川崎市健康安全研究所長
齋藤　智也　国立感染症研究所感染症危機管理研究センター長

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた関係自治体等連絡協議会	
（2021年7月8日現在）

委員・座長
東京オリンピック・パラリンピック担当大臣
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委員
北海道知事
宮城県知事
福島県知事
茨城県知事
埼玉県知事
千葉県知事
東京都知事
神奈川県知事
山梨県知事
静岡県知事
札幌市長
さいたま市長
千葉市長
横浜市長
相模原市長
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会会長

仮設会場整備のアドバイザリー委員会　（2017年10月30日現在）	

委員長
富田　裕	 TMI総合法律事務所弁護士

委員
渡辺　守成	 （公財）日本体操協会専務理事
遠藤　和義	 工学院大学教授
深尾　精一	 首都大学東京名誉教授
藤田　伊織	 （一社）公共建築協会副会長兼専務理事
岸井　隆幸	 日本大学教授

東京2020種目追加検討会議　（2015年9月28日現在）

座長
御手洗　冨士夫	 日本経済団体連合会名誉会長

座長補佐
武藤　敏郎	 東京2020組織委員会事務総長

青木　剛	 	日本オリンピック委員会副会長兼専務理事
秋山　俊行	 東京都副知事
岡崎　助一	 日本体育協会専務理事
遠山　敦子	 元文部科学大臣
福田　富昭	 日本レスリング協会会長

オブザーバー
久保　公人	 文部科学省スポーツ・青少年局長
高橋　尚子	 日本オリンピック委員会理事
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室伏　広治	 東京2020組織委員会スポーツディレクター

借上財産評定委員会　（2021年6月15日現在）

委員長
松尾　弘	 	慶應義塾大学大学院法務研究科教授

委員
安部　里史	 公認会計士
川添　義弘	 一般財団法人日本不動産研究所不動産鑑定士
菅谷　昭彦	 株式会社四門総合補償士・補償業務管理士
東京都財務局財産運用部長
東京都オリンピック・パラリンピック準備局調整担当部長
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会企画財務局次長
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会大会運営局会場マネジメント部長

オブザーバー
内閣官房オリンピック・パラリンピック競技大会推進本部事務局参事官補佐
スポーツ庁オリンピック・パラリンピック課専門官

損失補償基準等検討会　（2017年3月29日現在）

委員長
松尾　弘	 	慶應義塾大学大学院法務研究科教授

委員
芦谷　典子	 明海大学不動産学部准教授
山北　浩史	 山北事務所所長

オブザーバー
国土交通省関東地方整備局用地部用地補償課長
東京都財務局財産運用部用地専門課長
東京都建設局用地部調整課長
東京都オリンピック・パラリンピック準備局大会施設部競技・渉外担当課長
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会総務局法務部
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会企画財務局財務部
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会大会準備運営第二局会場マネジメント部

東京2020に向けたアスリート・観客の暑さ対策に係る関係府省庁等連絡会議	
（2019年5月30日現在）	

議長
内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局長

構成員
内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局企画・推進統括官
内閣府大臣官房審議官（科学技術・イノベーション担当）
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消防庁審議官
外務省国際文化交流審議官
文部科学省大臣官房審議官（研究開発局担当）
スポーツ庁審議官
厚生労働省大臣官房審議官（健康、生活衛生、アルコール健康障害対策担当）
農林水産省大臣官房生産振興審議官
経済産業省大臣官房審議官（商務・サービス担当）
国土交通省大臣官房審議官（道路局担当）
観光庁次長
気象庁総務部長
環境省大臣官房審議官（水・大気環境局担当、放射性物質汚染対策担当）
環境省大臣官房環境保健部長
東京都環境局次長
東京都オリンピック・パラリンピック準備局運営調整担当部長
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ゲームズ・デリバリー室長

東京2020大会飲食戦略検討会議　（2017年9月13日現在）

委員・座長
大久保　洋子	 一般社団法人和食文化国民会議調査・研究部会副部会長

委員
池田　信太郎	 オリンピアン（オリンピックバドミントン日本代表）
小田　敬	 	オリンピック・パラリンピック大会における選手サポート経験事業者（エームサービス株式会社地

区支配人）
勝野　美江	 内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局参事官
佐伯　弘一	 公益社団法人日本給食サービス協会専務理事
鈴木　志保子	 公益社団法人日本栄養士会理事
髙戸　良之	 	オリンピック・パラリンピック大会における選手サポート経験事業者（シダックス株式会社シダック

ス総合研究所主席研究員）
田口　亜希	 パラリンピアン（パラリンピック射撃日本代表、一般社団法人パラリンピアンズ協会理事）
武田　直克	 東京都産業労働局安全安心・地産地消推進担当部長
田中　彰	 東京都オリンピック・パラリンピック準備局運営担当部長
田中　健一郎	 一般社団法人日本ホテル協会（帝国ホテル専務執行役員、総料理長）
谷上　裕	 東京都環境局資源循環推進部長
西　経子	 農林水産省食料産業局食文化・市場開拓課長
仁科　彰則	 東京都福祉保健局食品医薬品安全担当部長
道野　英司	 厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課長
山脇　啓造	 明治大学国際日本学部教授、東京都多文化共生推進委員会委員長

東京2020大会選手村メニューアドバイザリー委員会　（2019年7月25日現在）

委員・座長
田中　健一郎	 一般社団法人日本ホテル協会（帝国ホテル特別料理顧問）

委員・副座長
鈴木　志保子	 公益社団法人日本栄養士会副会長
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委員
池田　信太郎	 オリンピアン・バドミントン（北京、ロンドン）、アスリート委員会
大久保　洋子	 一般社団法人和食文化国民会議理事
亀井　明子	 国立スポーツ科学センター先任研究員
熊谷　喜八	 株式会社フードクリエイション代表取締役、KIHACHI創業者
高橋　尚子	 オリンピアン・マラソン（シドニー）、アスリート委員会委員長
田口　亜希	 パラリンピアン・射撃（アテネ、北京、ロンドン）、アスリート委員会
中村　勝宏	 一般社団法人日本ホテル協会（日本ホテル（株）統括名誉総料理長）
野﨑　洋光	 分とく山（分とく山総料理長）
松本　恵	 日本大学文理学部体育学科教授

オブザーバー
勝野　美江	 内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局企画・推進統

括官
西　経子	 農林水産省食料産業局食文化・市場開拓課長
三浦　幹雄	 東京都オリンピック・パラリンピック準備局運営調整担当部長
龍野　功	 東京都産業労働局安全安心・地産地消推進担当部長

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会輸送連絡調整会議　（2021年5月28日現在）

座長
（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会輸送局長
東京都オリンピック・パラリンピック準備局技監

副座長
（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会輸送局次長
（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会輸送局次長
（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会輸送局輸送企画部長
東京都オリンピック・パラリンピック準備局大会施設部輸送担当部長
東京都オリンピック・パラリンピック準備局大会施設部輸送担当部長

委員
内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局参事官
内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局参事官
警察庁長官官房審議官
警察庁交通局調査官
警察庁長官官房参事官
国土交通省総合政策局政策課長
国土交通省総合政策局物流政策課長
国土交通省総合政策局交通政策課長
国土交通省道路局企画課長
国土交通省自動車局旅客課長
国土交通省鉄道局鉄道サービス政策室長
国土交通省港湾局計画課長
国土交通省関東運輸局交通政策部長
国土交通省関東地方整備局道路部長
国土交通省東京航空局東京空港事務所総務部長
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経済産業省商務情報政策局商務・サービスグループ物流企画室長
農林水産省食料産業局食品流通課長
総務省情報流通行政局情報流通高度化推進室長
警視庁交通部交通総務課長
警視庁交通部交通規制課長
警視庁交通部交通管制課長
警視庁警備部警備第一課長
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
埼玉県警察警備部オリンピック・パラリンピック対策課長
千葉県警察警備部オリンピック・パラリンピック対策課参事官・課長
神奈川県警察警備部オリンピック・パラリンピック対策課長
海上保安庁第三管区海上保安本部2020年オリンピック・パラリンピック東京大会準備本部統括室長
東京消防庁企画調整部オリンピック・パラリンピック対策室長
首都高速道路㈱計画・環境部担当部長
首都高速道路㈱保全・交通部道路情報・交通室長
東日本高速道路㈱関東支社管理事業部長
中日本高速道路㈱東京支社保全・サービス事業部長
中日本高速道路㈱八王子支社高速道路事業部副部長
成田国際空港株式会社空港運用部門総合安全推進部長
東日本旅客鉄道㈱鉄道事業本部営業部次長
東日本旅客鉄道㈱鉄道事業本部運輸車両部次長
（一社）日本民営鉄道協会常務理事
東京地下鉄㈱鉄道本部オリンピック・パラリンピック推進室長
東京臨海高速鉄道㈱運輸部長
東京モノレール㈱取締役相談役
㈱ゆりかもめ運輸部長
東京都観光汽船㈱運航部海務課長
（一社）東京バス協会理事長
（一社）東京ハイヤー・タクシー協会専務理事
（一社）東京都トラック協会専務理事
（一社）東京港運協会事務局長
（公社）日本ロジスティクスシステム協会専務理事
（一社）日本物流団体連合会事務局長
（一社）日本経済団体連合会ソーシャル・コミュニケーション本部オリンピック・パラリンピック等推進室長
東京商工会議所東京オリンピック・パラリンピック準備室副部長
（公社）経済同友会業務部長
（公財）日本道路交通情報センター理事
東京二十三区清掃一部事務組合施設管理部長
埼玉県企画財政部交通政策課長
埼玉県県土整備部県土整備政策課政策幹
さいたま市建設局土木部長
千葉県環境生活部オリンピック・パラリンピック推進局開催準備課長
千葉市建設局土木部長
神奈川県県土整備局道路部道路管理課長
横浜市市民局スポーツ統括室オリンピック・パラリンピック推進部担当部長
川崎市建設緑政局広域道路整備室長
千代田区環境まちづくり部長
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中央区環境土木部長
港区街づくり事業担当部長
新宿区みどり土木部長
文京区土木部長
台東区土木担当部長
墨田区都市整備部長
江東区土木部長
品川区都市環境部長
目黒区都市整備部長
大田区都市基盤整備部長
世田谷区道路・交通計画部長
渋谷区土木部長
中野区都市基盤部長
杉並区区民生活部オリンピック・パラリンピック連携推進担当部長
豊島区都市整備部土木担当部長
北区土木部長
荒川区防災都市づくり部長
板橋区土木部長
練馬区土木部長
足立区都市建設部長
葛飾区交通・都市施設担当部長
江戸川区都市開発部長
府中市都市整備部長
調布市都市整備部長
川越市総合政策部オリンピック大会担当部長
狭山市総合政策部政策企画課オリンピック準備室担当課長
朝霞市都市建設部長
和光市企画部長
新座市オリンピック・パラリンピック推進室長
一宮町オリンピック推進課長
東京都都市整備局交通政策担当部長
東京都建設局道路保全担当部長
東京都建設局道路建設部長
東京都港湾局総務部企画担当部長
東京都港湾局港湾経営部長
東京都交通局自動車部長
東京都交通局電車部長
（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会大会運営局会場周辺調整部長
（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会パラリンピック統括室長
（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会警備局会場警備統括部長

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会北海道輸送連絡調整会議	
（2019年8月5日現在）

座長
（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会輸送局輸送企画部長
北海道環境生活部スポーツ局長
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副座長
（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会大会運営局会場周辺調整部長
（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会輸送局輸送調整部会場輸送調整第三課長
（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会大会運営局会場周辺調整部会場周辺調整課長
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長
札幌市スポーツ局国際大会担当部東京オリンピック・パラリンピック担当課長

委員
北海道警察本部総合警備対策室管理官
北海道建設部建設政策局維持管理防災課管理担当課長
札幌市建設局総務部道路管理課長
北広島市建設部土木事務所長
国土交通省北海道開発局建設部道路計画課課長補佐
国土交通省北海道開発局札幌開発建設部都市圏道路計画課長
国土交通省北海道運輸局交通政策部交通企画課長
東日本高速道路㈱北海道支社総合企画部調査役
国土交通省東京航空局新千歳空港事務所総務課長
北海道旅客鉄道㈱鉄道事業本部運輸部輸送課長
札幌市交通局高速電車部業務課安全推進担当課長
ジェイ・アール北海道バス㈱営業部課長
㈱じょうてつ自動車事業部自動車部運輸課長
北海道中央バス㈱バス事業部営業次長
（一社）北海道バス協会常務理事
（一社）北海道ハイヤー協会常務理事
（公社）北海道トラック協会常務理事
北海道総務部危機対策局危機対策課長
札幌市消防局警防部消防救助課長
㈱札幌ドーム営業部営業一課長
㈱札幌ドーム施設部施設管理課長

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会宮城県輸送連絡調整会議	
（2020年1月28日現在）

座長
（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会輸送局輸送企画部長
宮城県震災復興・企画部局長

副座長
（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会大会運営局会場周辺調整部長
（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会輸送局輸送調整部会場輸送調整第三課長
（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会大会運営局会場周辺調整部会場周辺調整課長
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長

委員
宮城県震災復興・企画部総合交通対策課長
宮城県土木部道路課長
宮城県教育委員会教育庁スポーツ健康課長
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宮城県警察本部警備部外事課兼国際テロリズム対策室兼宮城県警察2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会警備
対策室課長兼室長
宮城県警察本部交通部交通規制課長
仙台市建設局道路部道路管理課長
多賀城市建設部道路公園課副理事兼課長
利府町オリンピック推進室長
国土交通省東北地方整備局道路部道路計画第一課長
国土交通省東北地方整備局仙台河川国道事務所副所長
国土交通省東北運輸局自動車交通部旅客第一課長
東日本高速道路㈱東北支社総合企画部総合企画課長
仙台国際空港㈱取締役航空営業部長
東日本旅客鉄道㈱仙台支社運輸車両部輸送課長
東日本旅客鉄道㈱仙台支社営業部販売課長
仙台空港鉄道㈱業務部長
仙台市交通局鉄道管理部営業課長
宮城交通㈱営業部営業課長
（公社）宮城県バス協会専務理事
（一社）宮城県タクシー協会専務理事
（公社）宮城県トラック協会常務理事
（公財）宮城県スポーツ協会専務理事
（一社）宮城県サッカー協会専務理事

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会福島県輸送連絡調整会議	
（2020年1月24日現在）

座長
（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会輸送局輸送企画部長
福島県企画調整部文化スポーツ局次長

副座長
（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会大会運営局会場周辺調整部長
（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会輸送局輸送調整部会場輸送調整第三課長
（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会大会運営局会場周辺調整部会場周辺調整課長
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長

委員
福島県警察本部交通部交通規制課長
福島県警察本部警備部警備課警備部参事官兼警備課長
福島県警察本部福島警察署長
福島県土木部道路計画課長
福島県土木部道路管理課長
福島県土木部まちづくり推進課長
福島県土木部県北建設事務所企画管理部主幹兼企画管理部長
福島市政策調整部東京オリンピック・パラリンピック競技大会福島市推進室室次長
福島市都市政策部交通政策課長
福島市建設部路政課長
福島市建設部道路保全課長
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福島市消防本部東京オリンピック・パラリンピック競技大会消防対策室課長
国土交通省東北地方整備局道路部道路計画第一課長
国土交通省東北地方整備局福島河川国道事務所副所長
国土交通省東北運輸局自動車交通部旅客第一課長
東日本高速道路㈱東北支社総合企画部総合企画課長
東日本高速道路㈱仙台支社営業部販売課長
東日本高速道路㈱仙台支社運輸車両部輸送課長
福島交通㈱鉄道部長
福島交通㈱貸切営業部長
福島交通㈱福島支社乗合営業課課長補佐
阿武隈急行㈱代表取締役専務
（公社）福島県バス協会専務理事
（一社）福島県タクシー協会県北支部支部長
（公社）福島県トラック協会専務理事

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会茨城県輸送連絡調整会議	
（2020年2月3日現在）

座長
（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会輸送局輸送企画部長
茨城県県民生活環境部オリンピック・パラリンピック監

副座長
（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会大会運営局会場周辺調整部長
（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会輸送局輸送調整部会場輸送調整第三課長
（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会大会運営局会場周辺調整部会場周辺調整課長
茨城県県民生活環境部オリンピック・パラリンピック課長

委員
茨城県土木部道路維持課長
茨城県潮来土木事務所技監兼所長
茨城県鉾田工事事務所事務所長
国土交通省関東地方整備局道路部計画調整課長
国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所副所長
国土交通省関東運輸局交通政策部交通企画課長
東日本高速道路㈱関東支社総合企画部総合企画課長
茨城県警察本部警備部警備課参事官兼警備課長
茨城県鹿嶋警察署長
茨城県神栖警察署長
茨城県行方警察署長
茨城県鉾田警察署長
鹿嶋市政策企画部長
潮来市市長公室長
神栖市企画部長
行方市企画部長
鉾田市総務部長
鹿島地方事務組合消防本部消防長
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東日本旅客鉄道㈱千葉支社運輸部輸送課長
東日本旅客鉄道㈱千葉支社営業部販売課長
東日本旅客鉄道㈱水戸支社企画室長
鹿島臨海鉄道㈱企画開発部長
関東鉄道㈱自動車部常務取締役自動車部長
（一社）茨城県バス協会専務理事
（一社）茨城県ハイヤー・タクシー協会専務理事
（一社）茨城県トラック協会専務理事
㈱鹿島アントラーズFC所長

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会神奈川県輸送連絡調整会議	
（2020年2月4日現在）

座長
（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会輸送局輸送企画部長

副座長
（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会大会運営局会場周辺調整部長
（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会輸送局輸送調整部会場輸送調整第三課長
（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会大会運営局会場周辺調整部会場周辺調整課長

委員
神奈川県スポーツ局セーリング課長
神奈川県県土整備局道路管理課長
神奈川県県土整備局砂防海岸課担当課長
神奈川県警察本部警備部オリンピック・パラリンピック対策課長
鎌倉市都市整備部道路課長
藤沢市道路河川部道路河川総務課長
藤沢市消防局警防課長
茅ヶ崎市建設部道路管理課長
平塚市土木部土木総務課長
大磯町都市建設部建設課長
国土交通省関東地方整備局道路部計画調整課長
国土交通省関東地方整備局横浜国道事務所副所長
国土交通省関東運輸局交通政策部交通企画課長
中日本高速道路㈱東京支社企画調整課長
東日本高速道路㈱関東支社総合企画部総合企画課長
東日本旅客鉄道㈱横浜支社営業部販売促進課長
東日本旅客鉄道㈱横浜支社運輸部輸送課長
小田急電鉄㈱交通企画部課長
湘南モノレール㈱運輸部長
江ノ島電鉄㈱鉄道部長
江ノ島電鉄㈱自動車部長
京浜急行バス㈱運輸部長
神奈川中央交通㈱運輸営業部営業二課長
（一社）神奈川県バス協会理事長
（一社）神奈川県タクシー協会常務理事
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（一社）神奈川県トラック協会専務理事
（一社）神奈川県商工会議所連合会事務局長
（公社）神奈川県観光協会事務局長

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会静岡県輸送連絡調整会議	
（2020年1月27日現在）

座長
（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会輸送局輸送企画部長
静岡県文化・観光部スポーツ局長

副座長
（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会大会運営局会場周辺調整部長
（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会輸送局輸送調整部副部長
（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会大会運営局会場周辺調整部会場周辺調整課長
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長

委員
静岡県警察本部交通企画課長
静岡県警察本部交通規制課長
静岡県警察本部オリンピック・パラリンピック対策課長
神奈川県警察本部オリンピック・パラリンピック対策課課長代理
山梨県警察本部東京オリンピック・パラリンピック警備対策室長
静岡県文化・観光部理事
静岡県交通基盤部道路局道路企画課長
神奈川県スポーツ局オリンピック・パラリンピック課長
神奈川県県土整備局道路管理課長
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長
山梨県県土整備部道路管理課長
静岡県沼津市建設部長
静岡県熱海市観光建設部長
静岡県三島市都市基盤部長
静岡県伊東市建設部長
静岡県御殿場市都市建設部長
静岡県裾野市建設部長
静岡県伊豆市建設部長
静岡県伊豆の国市都市整備部長
静岡県函南町建設経済部長
静岡県清水町建設課長
静岡県長泉町都市環境部長
静岡県小山町経済建設部長
神奈川県松田町政策推進課長
神奈川県山北町企画政策課参事兼企画政策課長
神奈川県開成町町民サービス部長
神奈川県大井町企画財政課長
山梨県富士吉田市都市基盤部長
山梨県富士河口湖町政策企画課長
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山梨県山中湖村オリンピック推進室長
静岡県道路公社道路部長
国土交通省関東地方整備局道路部計画調整課長
国土交通省関東地方整備局甲府河川国道事務所副所長
国土交通省関東地方整備局横浜国道事務所副所長
国土交通省中部地方整備局道路部道路計画課長
国土交通省中部地方整備局沼津河川国道事務所副所長
国土交通省関東運輸局交通政策部交通企画課長
国土交通省中部運輸局静岡運輸支局企画調整担当首席運輸企画専門官
国土交通省中部運輸局静岡運輸支局輸送・監査担当首席運輸企画専門官
中日本高速道路㈱東京支社総務企画部企画調整課長
東日本旅客鉄道㈱横浜支社営業部販売促進課長
東日本旅客鉄道㈱横浜支社運輸部輸送課長
東海旅客鉄道㈱静岡支社運輸営業部輸送課長
伊豆箱根鉄道㈱鉄道部長
伊豆急行㈱運輸部長
小田急電鉄㈱交通企画部課長
伊豆箱根バス㈱営業部長
東海自動車㈱バス営業部乗合営業課部長
富士急行㈱事業部長
箱根登山バス㈱運輸部長
（一社）静岡県バス協会専務理事
商業組合静岡県タクシー協会専務理事
（一社）静岡県トラック協会専務理事
（一社）神奈川県バス協会理事長
（一社）神奈川県タクシー協会常務理事
（一社）山梨県バス協会専務理事
（一社）山梨県タクシー協会常務理事
（一社）山梨県トラック協会常務理事
（一財）日本サイクルスポーツセンター常務理事
富士スピードウェイ㈱取締役
駿東伊豆消防本部警防部長
富士山南東消防本部消防長
御殿場市・小山町広域行政組合消防本部消防長
小田原市消防本部警防計画課長

テクノロジー諮問委員会　（2017年12月19日現在）

委員長
國領　二郎	 慶應義塾大学教授・常任理事

委員
森川　博之	 東京大学先端科学技術研究センター教授
梅澤　高明	 A.T.カーニー日本法人会長
桑津　浩太郎	 野村総合研究所ICT・メディア産業コンサルティング部部長
宮地　秀敏	 EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社パートナー
高橋　利枝	 早稲田大学文学学術院教授
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東京2020大会ボランティアアドバイザリー会議　（2018年3月23日現在）

河合　純一	 パラリンピアン（水泳）、組織委員会アスリート委員
萩原　智子	 東京2020組織委員会アスリート委員会委員
小澤　直	 日本財団ボランティアサポートセンター常務理事
西川　千春	 オリンピックボランティア経験者
二宮　雅也	 文教大学人間科学部人間科学科准教授

東京2020大会スタッフ及び都市ボランティアにおけるネーミング選考委員会　	
（2018年11月12日現在）

座長
清家　篤	 	日本私立学校振興・共済事業団理事長、慶應義塾学事顧問

委員
太田　洋	 	西村あさひ法律事務所パートナー
河合　純一	 パラリンピアン（水泳）、組織委員会アスリート委員
萩原　智子	 東京2020組織委員会アスリート委員会委員
西尾　昇治	 東京2020組織委員会アスリート委員会委員
粕谷　賢之	 日本テレビ放送網株式会社取締役・執行役員
小澤　直	 	日本財団ボランティアサポートセンター常務理事
中島　光	 	笹川スポーツ財団常務理事
西川　千春	 オリンピックボランティア経験者
二宮　雅也	 文教大学人間科学部人間科学科准教授
山本　悦子	 一般財団法人東京マラソン財団ボランティアセンター長
佐々木　宏	 クリエイティブディレクター
夏野　剛	 	慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特別招聘教授
田中　里沙	 事業構想大学院大学学長、宣伝会議取締役メディア・情報統括
田渕　久美子	 脚本家、作家
金山　淳吾	 EVERY	DAY	IS	THE	DAY
	 	クリエイティブディレクター、ソーシャルイノベーション・カタリスト
SHELLY	 	株式会社スターダストプロモーションタレント
厚切りジェイソン	 株式会社ワタナベエンターテインメント、IT企業役員、お笑い芸人
山田　道子	 毎日新聞紙面審査委員
山田　敦郎	 グラムコ株式会社代表取締役社長、東京ブランドのあり方検討会委員
劉　黎兒	 	ジャーナリスト、東京ブランドのあり方検討会委員
マリ　クリスティーヌ	 異文化コミュニケーター、東京女子大学教授、東京の観光振興を考える有識者会議委員

大会スタッフ・都市ボランティアのユニフォームデザイン選考委員会　（2020年3月28日現在）

座長
生駒　芳子	 ファッション・ジャーナリスト、アート・プロデューサー

委員
香取　慎吾	 公益財団法人日本財団パラリンピックサポートセンタースペシャルサポーター
コシノ　ヒロコ	 ファッションデザイナー
杉山　愛	 オリンピアン
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土田　和歌子	 パラリンピアン
永井　一史	 株式会社HAKUHODO	DESIGN代表取締役社長、多摩美術大学教授
長崎　巌	 服飾文化史専門家、共立女子大学教授
中西　教夫	 文化学園大学服飾学部ファッションクリエイション学科教授
夏野　剛	 慶応義塾大学大学院政策・メディア研究科特別招聘教授
林　いづみ	 弁護士、桜坂法律事務所パートナー
原　由美子	 スタイリスト、ファッションディレクター
矢ヶ崎　紀子	 東洋大学国際観光学部教授
山田　敦郎	 グラムコ株式会社代表取締役社長、エグゼクティブコンサルタント
山本　悦子	 一般財団法人東京マラソン財団ボランティアセンター長

ボランティア検討委員会　（2019年8月26日現在）

座長
清家　篤	 	日本私立学校振興・共済事業団理事長、慶應義塾学事顧問

委員
太田　洋	 	西村あさひ法律事務所パートナー
河合　純一	 パラリンピアン（水泳）、組織委員会アスリート委員
萩原　智子	 東京2020組織委員会アスリート委員会委員
西尾　昇治	 東京2020組織委員会アスリート委員会委員
粕谷　賢之	 日本テレビ放送網株式会社取締役・執行役員
小澤　直	 	日本財団ボランティアサポートセンター常務理事
中島　光	 	笹川スポーツ財団常務理事
西川　千春	 オリンピックボランティア経験者
二宮　雅也	 文教大学人間科学部人間科学科准教授

東京2020聖火リレー検討委員会　（2019年11月12日現在）

泉　ピン子	 女優、東京2020組織委員会顧問
上治　丈太郎	 東京2020組織委員会参与
加賀見　俊夫	 株式会社オリエンタルランド代表取締役会長兼CEO、東京2020組織委員会参与
河合　純一	 パラリンピアン、日本パラリンピック委員会委員長、東京2020組織委員会アスリート委員会副委

員長
嶋津　昭	 	一般財団法人地方自治研究機構会長、公益財団法人ラグビーワールドカップ2019組織委員会事

務総長、元総務省事務次官
武田　美保	 オリンピアン、スポーツ・教育コメンテーター、東京2020組織委員会顧問
林　真理子	 作家、東京2020組織委員会参与
藤沢　烈	 	一般社団法人RCF代表理事
藻谷　浩介	 株式会社日本総合研究所調査部主席研究員
内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局企画・推進統括官
内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局セキュリティ推進統括官
公益財団法人日本オリンピック委員会専務理事
日本パラリンピック委員会副委員長
スポーツ庁次長
全国知事会事務総長
東京都オリンピック・パラリンピック準備局長
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東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の聖火リレーで用いるトーチの製造等業務
委託事業者選定審査委員会　（2018年7月25日現在）

井上　一人	 リンナイ株式会社執行役員生産技術部長
上治　丈太郎	 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会参与、東京2020聖火リレー検討委員
榎本　正徳	 一般社団法人日本エルピーガス供給機器工業会専務理事
大谷　繁	 一般社団法人地球温暖化対策技術会技術顧問
川崎　和男	 デザインディレクター、大阪大学名誉教授、名古屋市立大学名誉教授
駒木　裕史	 一般社団法人日本ガス石油機器工業会ガス機器技術委員長、株式会社ガスター経営管理部所属
田口　亜希	 パラリンピアン（射撃）、一般社団法人日本パラリンピアンズ協会理事
武田　美保	 オリンピアン（水泳）、東京2020聖火リレー検討委員
長澤　忠徳	 武蔵野美術大学学長
廣田　尚子	 デザインディレクター、ヒロタデザインスタジオマネージングディレクター、女子美術大学教授
深澤　直人	 プロダクトデザイナー、ナオトフカサワデザイン代表、多摩美術大学教授、日本民藝館館長
藤野　純一	 国立環境研究所社会環境システム研究センター主任研究員、公益財団法人地球環境戦略研究機

関プログラムディレクター、東京2020街づくり・持続可能性委員　脱炭素WG座長
宮田　亮平	 文化庁長官
安西　葉子	 アートディレクター、デザイナー、ドリルデザイン共同代表
山本　啓	 株式会社長府製作所品質保証部部長

東京2020有識者懇談会　（2018年7月25日現在）

座長
御手洗　冨士夫	 東京2020組織委員会名誉会長、キヤノン株式会社代表取締役会長CEO

委員
青柳　正規	 東京2020文化・教育委員会委員長、東京大学名誉教授
伊藤　穰一	 MITメディアラボ所長、マサチューセッツ工科大学教授
小倉　和夫	 公益財団法人日本財団パラリンピックサポートセンター理事長
大日方　邦子	 一般社団法人日本パラリンピアンズ協会副会長
澤　和樹	 	東京藝術大学学長、ヴァイオリニスト
曽野　綾子	 作家
田中　優子	 法政大学総長、江戸文化研究者
デービッド・アトキンソン	 株式会社小西美術工藝社代表取締役社長
御厨　貴	 	東京大学名誉教授、政治学者
三宅　義信	 ウエイトリフティング1964東京大会、1968メキシコシティー大会金メダリスト
室伏　きみ子	 お茶の水女子大学長

東京2020エンブレム委員会　（2016年4月25日現在）

委員長
宮田　亮平	 東京藝術大学学長

委員
今中　博之	 社会福祉法人素王会理事長
榎本　了壱	 クリエイティブディレクター、京都造形芸術大学客員教授
王　貞治	 福岡ソフトバンクホークス株式会社取締役会長、一般財団法人世界少年野球推進財団理事長
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柏木　博	 武蔵野美術大学教授
勝井　三雄	 グラフィックデザイナー
志賀　俊之	 日産自動車株式会社取締役副会長
杉山　愛	 スポーツコメンテーター、元プロテニスプレーヤー
田口　亜希	 パラリンピック射撃日本代表、一般社団法人パラリンピアンズ協会理事
但木　敬一	 弁護士、元検事総長
田中　里沙	 「宣伝会議」取締役副社長兼編集室長
中西　元男	 デザインコンサルタント、PAOSグループ（東京、上海）代表
夏野　剛	 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特別招聘教授
西崎　芽衣	 一般社団法人ならはみらい事務局（立命館大学休学中）
長谷川　祐子	 東京都現代美術館チーフキュレーター、多摩美術大学教授
林　いづみ	 桜坂法律事務所弁護士
フミ・ササダ	 株式会社ブラビス・インターナショナル代表取締役社長
松井　冬子	 日本画家
松下　計	 東京藝術大学教授
マリ・クリスティーヌ	 	異文化コミュニケーター
山本　浩	 	法政大学スポーツ健康学部教授

東京2020エンブレム審査員　（2015年12月17日現在）

青木　克憲	 クリエイティブディレクター
天野　幾雄	 アートディレクター、グラフィックデザイナー
岩上　孝二	 グラフィックデザイナー、崇城大学芸術学部教授
カイシ　トモヤ	 アートディレクター
加藤　芳夫	 公益社団法人日本パッケージデザイン協会理事長
金田　享子	 公益社団法人日本サインデザイン協会常任理事、アトリエ景株式会社代表取締役
鎌田　順也	 アートディレクター、グラフィックデザイナー
河北　秀也	 アートディレクター
工藤　強勝	 グラフィックデザイナー
左合　ひとみ	 グラフィックデザイナー
高橋　善丸	 グラフィックデザイナー、大阪芸術大学教授
田川　雅一	 公益社団法人日本パッケージデザイン協会理事、株式会社ベネディクト代表取締役社長
寺島　賢幸	 アートディレクター
中島　祥文	 アートディレクター
はせがわ　さとし	 株式会社D-NET&SDC	project代表
増永　明子	 アートディレクター、デザイナー
宮崎　桂	 公益社団法人日本サインデザイン協会副会長、株式会社KMD代表取締役
宮田　裕美詠	 グラフィックデザイナー
森重　正治	 アートディレクター、グラフィックデザイナー、有限会社アドボックス代表取締役
山形　季央	 多摩美術大学グラフィックデザイン学科教授

マスコット審査会　（2018年5月28日現在）

座長
宮田　亮平	 文化庁長官
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副座長
生駒　芳子	 ファッション・ジャーナリスト、アート・プロデューサー

委員
あんびる　やすこ	 絵本作家、一般社団法人日本児童出版美術家連盟理事、一般社団法人日本美術著作権連合副

理事長
石井　リーサ　明理	 照明デザイナー
石川　和子	 一般社団法人日本動画協会理事長
垣内　俊哉	 株式会社ミライロ代表取締役社長
官浪　辰夫	 デザインコンサルタント
北原　照久	 株式会社トーイズ代表取締役社長、ブリキのおもちゃ博物館館長
杉山　愛	 	スポーツコメンテーター、元プロテニスプレーヤー
田口　亜希	 	パラリンピック射撃日本代表、一般社団法人パラリンピアンズ協会理事、日本郵船株式会社広報

CSRグループ
鳥嶋　和彦	 株式会社白泉社代表取締役社長
中川　翔子	 歌手、タレント
長澤　忠徳	 武蔵野美術大学学長
夏野　剛	 	慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特別招聘教授
林　いづみ	 弁護士、桜坂法律事務所パートナー、中央大学法科大学院客員教授
日野　晃博	 株式会社レベルファイブ代表取締役社長、CEO
陸川　和男	 	株式会社キャラクター・データバンク代表取締役社長、一般社団法人キャラクターブランド・ライ

センス協会理事

東京2020大会入賞メダルデザインコンペティション審査会　（2018年9月21日現在）

座長
宮田　亮平	 文化庁長官

副座長
高橋　尚子	 	2000年シドニーオリンピックマラソン金メダリスト、東京2020組織委員会アスリート委員会委員長

審査員
奥山　清行	 工業デザイナー、KEN	OKUYAMA	DESIGN代表
河合　純一	 		1996年アトランタパラリンピック、2000年シドニーパラリンピック、2004年アテネパラリンピック

競泳金メダリスト、東京2020組織委員会アスリート委員会副委員長
古宮　正章	 東京2020組織委員会副事務総長
澤邊　芳明	 株式会社ワントゥーテン代表取締役社長、東京2020組織委員会アドバイザー
夏野　剛	 	慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特別招聘教授、東京2020組織委員会参与、メディア

委員会委員
野村　忠宏	 		柔道家、1996年アトランタオリンピック、2000年シドニーオリンピック、2004年アテネオリンピッ

ク柔道金メダリスト
浜口　京子	 2004年アテネオリンピック、2008年北京オリンピックレスリング銅メダリスト
林　いづみ	 弁護士、桜坂法律事務所パートナー
吉田　ユニ	 アートディレクター

オブザーバー
青木　恭介	 独立行政法人造幣局さいたま支局次長
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原田　卓三	 独立行政法人造幣局事業部工芸課長

ブランドアドバイザリーグループ　（2018年4月6日現在）

生駒　芳子	 ファッション・ジャーナリスト、アート・プロデューサー
石井　リーサ　明理	 照明デザイナー
垣内　俊哉	 株式会社ミライロ代表取締役社長
官浪　辰夫	 デザインコンサルタント
杉山　愛	 スポーツコメンテーター、元プロテニスプレーヤー
田口　亜希	 パラリンピック射撃日本代表、一般社団法人パラリンピアンズ協会理事
長澤　忠徳	 武蔵野美術大学学長
宮田　亮平	 前文化庁長官

大学連携検討会

委員長
真田　久	 	東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会参与、筑波大学特命教授

委員
齊藤　まゆみ	 筑波大学准教授
手島　浩二	 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会総務局長
日比野　克彦	 東京藝術大学美術学部長・教授
來田　享子	 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会理事、中京大学教授
和田　浩一	 フェリス女学院大学教授

公式ポスターアーティスト選定委員会　（2019年2月19日現在）

委員長
青柳　正規	 	東京2020文化・教育委員会委員長、多摩美術大学理事長、奈良県立橿原考古学研究所所長、

東京大学名誉教授

委員
秋元　雄史	 東京2020文化・教育委員会委員、東京藝術大学美術館館長・教授、練馬区立美術館館長
今井　すみこ	 東京2020顧問、環境デザイナー
今中　博之	 東京2020文化・教育委員会委員、社会福祉法人素王会理事長、アトリエインカーブクリエイティ

ブディレクター
岩渕　貞哉	 「美術手帖」編集長
織作　峰子	 東京2020文化・教育委員会委員、写真家、大阪芸術大学教授
川上　典李子	 デザインジャーナリスト
田根　剛	 	建築家、Atelier	Tsuyoshi	Tane	Architects代表
南條　史生	 森美術館館長
藪前　知子	 東京都現代美術館学芸員

チケッティング戦略に関する有識者会議　（2018年7月3日現在）

座長
加納　貞彦	 早稲田大学名誉教授
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副座長
久保　博	 （株）読売巨人軍代表取締役会長

委員
井田　朋宏	 （公財）日本障がい者スポーツ協会日本パラリンピック委員会企画情報部長
延與　桂	 東京都オリンピック・パラリンピック準備局次長
苅田　修	 （株）ボストン・コンサルティング・グループシニア・パートナー＆マネージング・ディレクター
佐野　慎輔	 （株）産業経済新聞社東京本社特別記者兼論説委員
土田　和歌子	 アスリート、パラリンピアン
十時　憲司	 内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局統括官兼参事官
夏野　剛	 慶應義塾大学特別招聘教授
萩原　智子	 アスリート、オリンピアン
秦　英之	 ニールセン	スポーツ	ジャパン（株）代表取締役社長
藤江　陽子	 スポーツ庁審議官
細倉　浩司	 （公財）日本オリンピック委員会事務局長
森　貴信	 	（公財）ラグビーワールドカップ2019組織委員会チケッティング・マーケティング局局長（チケッ

ティング担当）

共同実施事業管理委員会

委員・委員長
多羅尾　光睦	 東京都副知事

委員・副委員長
山本　隆	 	東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会副事務総長

委員
潮田　勉	 	東京都財務局長
中村　倫治	 東京都オリンピック・パラリンピック準備局長
横山　英樹	 東京都政策企画局次長
小池　潔	 	東京都オリンピック・パラリンピック準備局次長
藤原　章夫	 	内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局総括調整統括

官
植松　浩二	 		内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局企画・推進統

括官
藤江　陽子	 スポーツ庁次長
布村　幸彦	 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会副事務総長
小山　哲司	 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会ゼネラル・コーディネーション・オフィサー
手島　浩二	 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会総務局長
伊藤　学司	 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会企画財務局長

調達管理委員会

委員長
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会副事務総長
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副委員長
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会企画財務局長

委員
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会総務局長
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会マーケティング局長
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会大会運営局長

外部委員
北島　隆次	 TMI総合法律事務所パートナー弁護士
内田　南	 	公益財団法人ラグビーワールドカップ2019組織委員会企画局長、現EYストラテジー・アンド・コ

ンサルティング株式会社パートナー

オブザーバー
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会総務局総務部長
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会総務局リスクマネジメント部長
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会総務局法務部長
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会総務局持続可能性部長
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会企画財務局財務部長
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会企画財務局財産管理部長
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会マーケティング局調整部長

財産管理処分委員会

委員長
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会副事務総長

副委員長
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会企画財務局長

委員
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会ゼネラル・コーディネーション・オフィサー
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会総務局長
北島　隆次	 TMI総合法律事務所パートナー弁護士
内田　南	 	公益財団法人ラグビーワールドカップ2019組織委員会企画局長、現EYストラテジー・アンド・コ

ンサルティング株式会社パートナー
上倉　要介	 EY新日本有限責任監査法人パートナー

オブザーバー
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会企画財務局財務部長
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会企画財務局財務担当部長
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会企画財務局共同実施事業管理部長
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会企画財務局調達部長
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会総務局次長
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会総務局総務部長
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会総務局リスクマネジメント部長
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会総務局法務部長
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東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会総務局持続可能性部長
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会マーケティング局ビジネス統合担当部長
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会国際局IKM担当部長
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5	協力団体

協力団体

公益社団法人愛知県看護協会
公益社団法人青森県看護協会
公益社団法人秋田県看護協会
昱株式会社
一般財団法人移動無線センター
稲城市消防本部
一般社団法人茨城県医師会
公益社団法人茨城県看護協会
茨城県警察
公益社団法人岩手県看護協会
ウェスティンホテル仙台
裏千家
一般社団法人江戸消防記念会
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
公益社団法人愛媛県看護協会
遠州茶道宗家
青梅きもの博物館
大磯プリンスホテル
NPO 法人大江戸東京音頭連
オークラ東京
公益社団法人大阪府看護協会
公益社団法人岡山県看護協会
公益社団法人沖縄県看護協会
小田原市消防本部
オリンピック・パラリンピック等経済界協議会
一般社団法人音響通信協会
公益社団法人ガールスカウト日本連盟
公益社団法人鹿児島県看護協会
株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー
一般社団法人鹿島医師会
鹿島セントラルホテル
鹿島地方事務組合消防本部
一般社団法人霞ヶ関カンツリー倶楽部
公益社団法人神奈川県看護協会
神奈川県警察
一般社団法人神奈川県タクシー協会
川越地区消防組合
一般社団法人観世会
公益社団法人岐阜県看護協会
杏林大学医学部付属病院
株式会社クボタ
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公益社団法人熊本県看護協会
クラブツーリズム株式会社
グランドニッコー東京 台場
グローバルコミュニケーション開発推進協議会
公益社団法人群馬県看護協会
慶應義塾大学病院
京王プラザホテル札幌
公益社団法人経済同友会
医療法人渓仁会手稲渓仁会病院
公益財団法人講道館
国際医療福祉大学
学校法人国士館
国立国際医療研究センター
国家公務員共済組合連合会虎の門病院
一般社団法人御殿場市医師会
御殿場市・小山町広域行政組合消防本部
小山記念病院
埼玉医科大学
一般社団法人埼玉県医師会
公益社団法人埼玉県看護協会
埼玉県警察
一般社団法人埼玉県乗用自動車協会
朝霞地区一部事務組合埼玉県南西部消防本部
埼玉県立大学
さいたま市消防局
さいたま市立病院
埼玉西部消防組合
国立病院機構埼玉病院
公益社団法人佐賀県看護協会
相模原市消防局
北海道公立大学法人札幌医科大学
札幌エクセルホテル東急
札幌グランドホテル
一般社団法人札幌市医師会
札幌市消防局
一般社団法人札幌ハイヤー協会
札幌プリンスホテル
塩釜地区消防事務組合消防本部
公益社団法人滋賀県看護協会
学校法人慈恵大学
一般社団法人静岡県医師会
公益社団法人静岡県看護協会
静岡県警察
商業組合静岡県タクシー協会
公益社団法人静岡県薬剤師会
自治医科大学附属さいたま医療センター
公益社団法人島根県看護協会
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株式会社シミズオクト
首都高速道路株式会社
学校法人順天堂
国立研究開発法人情報通信研究機構サイバーセキュリティ研究所
国立研究開発法人情報通信研究機構ユニバーサルコミュニケーション研究所
一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会
学校法人昭和大学
女子栄養大学
一般社団法人信託協会
シンテイ警備株式会社
新横浜プリンスホテル
一般財団法人スポーツ振興資金財団
駿東伊豆消防本部
一般社団法人生命保険協会
聖路加国際病院
石油連盟
株式会社セノン
一般社団法人セメント協会
一般社団法人全国銀行協会
一般社団法人全国警備業協会
全国市議会議長会
全国市長会
全国知事会
一般社団法人全国地方銀行協会
全国町村会
全国町村議会議長会
一般社団法人全国道路標識・標示業東京都協会
全国都道府県議会議長会
一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会
一般社団法人全国花卸協会
公益社団法人全国ビルメンテナンス協会
全国理容生活衛生同業組合連合会
全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会
一般社団法人全国旅行業協会
国立病院機構仙台医療センター
仙台市消防局
仙台ロイヤルパークホテル
セントラル警備保障株式会社
株式会社全日警
公益社団法人全日本鍼灸学会
公益社団法人全日本鍼灸マッサージ師会
公益社団法人全日本トラック協会
全日本美容業生活衛生同業組合連合会
一般社団法人全日本ホテル連盟
相鉄グランドフレッサ東京ベイ有明
ソフトバンク株式会社
第一総合警備保障株式会社
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大東文化大学
一般社団法人第二地方銀行協会
公益財団法人隊友会
一般社団法人田方医師会
公益社団法人地域医療振興協会
千葉科学大学
公益社団法人千葉県看護協会
千葉県警察
一般社団法人千葉県タクシー協会
一般社団法人千葉市医師会
千葉市消防局
千葉大学医学部附属病院
長生郡市広域市町村圏組合消防本部
筑波大学
都留市消防本部
鶴見大学
帝京大学医学部附属病院
一般社団法人帝国華道院
帝国ホテル 東京
医療法人鉄蕉会
電気事業連合会
一般社団法人電子情報技術産業協会
株式会社電通
東海大学
地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター　東千葉メディカルセンター
東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会警備共同企業体
東京医科歯科大学病院
東京医科大学病院
東京木目込人形師範会
一般社団法人東京港運協会
東京国際空港ターミナル株式会社
株式会社東京国際フォーラム
東京茶道会
東京歯科大学
東京シティ・エアターミナル株式会社
東京商工会議所
東京女子医科大学病院
東京大学医学部付属病院
東京電力ホールディングス株式会社
公益社団法人東京都医師会
東京都花き振興協議会
東京都華道茶道連盟
公益社団法人東京都看護協会
公益社団法人東京都眼科医会
一般社団法人東京都警備業協会
東京都茶道会
公益社団法人東京都歯科医師会
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一般社団法人東京都歯科技工士会
東京都市議会議長会
東京都市長会
東京都宗教連盟
東京都商工会議所連合会
東京都商工会連合会
東京都商店街振興組合連合会
東京都中小企業団体中央会
東京都町村会
東京都町村議会議長会
一般社団法人東京都トラック協会
東京都美容生活衛生同業組合
公益社団法人東京都薬剤師会
東京都理容生活衛生同業組合
一般社団法人東京ハイヤー・タクシー協会
一般社団法人東京バス協会
株式会社東京ビッグサイト
東京プリンスホテル
株式会社東芝
陶磁器文化・産業を世界へ発信！！特別委員会
東北大学病院
公益社団法人東洋療法学校協会
公益社団法人徳島県看護協会
医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院
特別区議会議長会
特別区長会
公益社団法人栃木県看護協会
公益社団法人鳥取県看護協会
公益社団法人富山県看護協会
トヨタ記念病院
ナイチンゲールスピリット連盟
中日本高速道路株式会社
公益社団法人長野県看護協会
公益社団法人奈良県看護協会
公益社団法人新潟県看護協会
公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構
学校法人日本医科大学
公益財団法人日本いけばな芸術協会
公益社団法人日本医師会
一般社団法人日本インドア・グリーン協会
日本化学繊維協会
一般社団法人日本花き卸売市場協会
日本花き振興協議会
一般社団法人日本花き生産協会
一般社団法人日本ガス協会
一般財団法人日本環境衛生センター
公益社団法人日本看護協会
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一般財団法人日本郷土民謡協会
一般社団法人日本経済団体連合会
一般社団法人日本建設業連合会
一般社団法人日本港運協会
日本鉱業協会
一般財団法人日本サイクルスポーツセンター
日本財団
一般財団法人日本サイバー犯罪対策センター
公益財団法人日本サッカー協会
公益社団法人日本歯科医師会
一般社団法人日本自動車工業会
公益社団法人日本視能訓練士協会
公益社団法人日本柔道整復師会
一般社団法人日本ジュエリー協会
日本証券業協会
日本商工会議所
公益社団法人日本鍼灸師会
一般社団法人日本真珠振興会
独立行政法人日本スポーツ振興センター
公益財団法人日本相撲協会
一般社団法人日本生花商協会
公益社団法人日本整形外科学会
日本製紙連合会
日本製薬団体連合会
日本赤十字社
一般社団法人日本船主協会
一般社団法人日本倉庫協会
一般社団法人日本損害保険協会
日本体育大学
日本大学
日本チェーンストア協会
日本中央競馬会
一般社団法人日本鉄鋼連盟
一般社団法人日本電機工業会
一般社団法人日本電線工業会
公益財団法人日本道路交通情報センター
公益社団法人日本渡航医学会
特定非営利活動法人日本ネイリスト協会
公益社団法人日本バス協会
NPO 法人日本バトントワリング協会
日本馬主協会連合会
一般社団法人日本百貨店協会
一般社団法人日本病院薬剤師会
一般社団法人日本物流団体連合会
公益財団法人日本武道館
公益社団法人日本フラワーデザイナー協会
一般社団法人日本貿易会
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一般社団法人日本ホテル協会
一般社団法人日本民営鉄道協会
公益財団法人日本民謡協会
公益社団法人日本薬剤師会
公益社団法人日本理学療法士協会
一般社団法人日本旅館協会
一般社団法人日本旅行業協会
一般社団法人日本臨床スポーツ医学会
練馬区手工芸作家連盟
株式会社野村総合研究所
ハイランドリゾート株式会社 ハイランドリゾートホテル＆スパ
一般社団法人花の国日本協議会
株式会社晴海コーポレーション
東日本おしぼり協同組合
東日本高速道路株式会社
公益社団法人兵庫県看護協会
ヒルトン成田
公益社団法人広島県看護協会
公益社団法人福井県看護協会
一般社団法人福島県医師会
公益社団法人福島県看護協会
福島県警察
一般社団法人福島県タクシー協会
福島県立医科大学附属病院
一般社団法人福島市医師会
福島市消防本部
富士五湖消防本部
公益社団法人藤沢市医師会
藤沢市消防局
藤沢市民病院
富士山南東消防本部
富士スピードウェイ株式会社
フジ虎ノ門整形外科病院
富士病院
富士屋ホテル株式会社 富士ビューホテル
富士吉田市立病院
富士レークホテル
一般社団法人不動産協会
公益財団法人ボーイスカウト日本連盟
公益社団法人北海道アイヌ協会
一般社団法人北海道医師会
公益社団法人北海道看護協会
北海道警察
特定非営利活動法人北海道スポーツクラブ
北海道大学
ホテルマイステイズプレミア札幌パーク
ホテルメトロポリタン仙台
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株式会社幕張メッセ
公益社団法人三重県看護協会
美濃手すき和紙協同組合
公益社団法人宮城県医師会
公益社団法人宮城県看護協会
宮城県警察
公益社団法人宮城県塩釜市医師会
一般社団法人宮城県タクシー協会
宗教法人明治神宮
一般社団法人茂原市長生郡医師会
公益社団法人山形県看護協会
一般社団法人山梨県医師会
公益社団法人山梨県看護協会
山梨県警察
一般社団法人山梨県富士吉田医師会
山梨赤十字病院
山梨大学
ヨコハマ　グランド　インターコンチネンタル　ホテル
一般社団法人横浜市医師会
横浜市消防局
横浜市立大学附属市民総合医療センター
横浜労災病院
楽天モバイル株式会社
ラフォーレリゾート修善寺
株式会社リーテム
株式会社リコー
リッチモンドホテル 福島駅前
リバーホールディングス株式会社
リネットジャパングループ株式会社
公益社団法人和歌山県看護協会
早稲田大学
ANAインターコンチネンタルホテル東京
一般社団法人 DAGASHIで世界を笑顔にする会
HOTEL CLAD
JAMSNET 東京
一般社団法人 JFTD
公益財団法人 JKA
一般社団法人 JPCERTコーディネーションセンター
KDDI 株式会社
株式会社 LSIメディエンス
株式会社 NTTドコモ
NTT 東日本関東病院
SoundUD 推進コンソーシアム
TRiECHOES
2020 年東京オリンピック・パラリンピックに係る救急・災害医療体制を検討する学術連合体
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6	会場

東京2020オリンピック　競技会場
会場名 競技・種目等 所在地

オリンピックスタジアム 開会式／閉会式
陸上競技、サッカー 新宿区

東京体育館 卓球 渋谷区
国立代々木競技場 ハンドボール 渋谷区

日本武道館 柔道
空手 千代田区

東京国際フォーラム ウエイトリフティング 千代田区
国技館 ボクシング 墨田区
馬事公苑 馬術（ 馬場馬術、総合馬術 [クロスカントリーを除く]、障害馬術 ） 世田谷区

武蔵野の森総合スポーツプラザ バドミントン
近代五種（フェンシング　ランキングラウンド（ エペ）） 調布市

東京スタジアム サッカー、ラグビー
近代五種（ 水泳、フェンシング　ボーナスラウンド（ エペ）、馬術、レーザーラン） 調布市

武蔵野の森公園 自転車競技（ ロード）[ロードレース（スタート）] 府中市、調布市、三鷹市
有明アリーナ バレーボール（ バレーボール） 江東区
有明体操競技場 体操 江東区

有明アーバンスポーツパーク 自転車競技（ BMXフリースタイル、BMXレーシング）
スケートボード 江東区

有明テニスの森 テニス 江東区

お台場海浜公園 水泳（マラソンスイミング）
トライアスロン 港区

潮風公園 バレーボール（ビーチバレーボール） 品川区

青海アーバンスポーツパーク バスケットボール（ 3x3 バスケットボール）
スポーツクライミング 江東区

大井ホッケー競技場 ホッケー 品川区、大田区
海の森クロスカントリーコース 馬術（ 総合馬術 [クロスカントリー ] ） 江東区

海の森水上競技場 カヌー（スプリント）
ボート 江東区

カヌー・スラロームセンター カヌー（スラローム） 江戸川区
夢の島公園アーチェリー場 アーチェリー 江東区
東京アクアティクスセンター 水泳（ 競泳、飛込、アーティスティックスイミング） 江東区
東京辰巳国際水泳場 水泳（ 水球 ） 江東区
札幌大通公園 陸上競技（マラソン、競歩 ） 北海道札幌市

幕張メッセ Aホール テコンドー
レスリング 千葉県千葉市

幕張メッセ Bホール フェンシング 千葉県千葉市
釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ サーフィン 千葉県一宮町
さいたまスーパーアリーナ バスケットボール（ バスケットボール） 埼玉県さいたま市
陸上自衛隊朝霞訓練場 射撃 練馬区
霞ヶ関カンツリー倶楽部 ゴルフ 埼玉県川越市
江の島ヨットハーバー セーリング 神奈川県藤沢市
伊豆ベロドローム 自転車競技（トラック） 静岡県伊豆市
伊豆 MTBコース 自転車競技（マウンテンバイク） 静岡県伊豆市
富士スピードウェイ 自転車競技（ ロード）[ロードレース（ゴール）、個人タイムトライアル] 静岡県小山町

福島あづま球場 野球 
ソフトボール 福島県福島市
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会場名 競技・種目等 所在地

横浜スタジアム 野球
ソフトボール 神奈川県横浜市

札幌ドーム サッカー 北海道札幌市
宮城スタジアム サッカー 宮城県利府町
茨城カシマスタジアム サッカー 茨城県鹿嶋市
埼玉スタジアム2002 サッカー 埼玉県さいたま市
横浜国際総合競技場 サッカー 神奈川県横浜市
※開催日前日の判断により、サッカー女子決勝はオリンピックスタジアムから横浜国際総合競技場に会場変更

東京2020パラリンピック　競技会場
会場名 競技・種目等 所在地

オリンピックスタジアム 開会式／閉会式
陸上競技 新宿区

東京体育館 卓球 渋谷区

国立代々木競技場 バドミントン
車いすラグビー 渋谷区

日本武道館 柔道 千代田区
東京国際フォーラム パワーリフティング 千代田区
馬事公苑 馬術 世田谷区
武蔵野の森総合スポーツプラザ 車いすバスケットボール 調布市
有明アリーナ 車いすバスケットボール 江東区
有明体操競技場 ボッチャ 江東区
有明テニスの森 車いすテニス 江東区
お台場海浜公園 トライアスロン 港区
青海アーバンスポーツパーク 5 人制サッカー 江東区

海の森水上競技場 カヌー
ボート 江東区

夢の島公園アーチェリー場 アーチェリー 江東区
東京アクアティクスセンター 水泳 江東区
幕張メッセ Aホール シッティングバレーボール 千葉県千葉市

幕張メッセ Bホール テコンドー
車いすフェンシング 千葉県千葉市

幕張メッセ Cホール ゴールボール 千葉県千葉市
陸上自衛隊朝霞訓練場 射撃 練馬区
伊豆ベロドローム 自転車競技（トラック） 静岡県伊豆市
富士スピードウェイ 自転車競技（ ロード）［ ロードレース（スタート・ゴール）］ 静岡県小山町

非競技会場
会場名 オリンピック用途 パラリンピック用途 所在地

国際放送センター（ IBC ） 放送関連業務 放送関連業務 江東区
メインプレスセンター （ MPC ） プレスへの施設・サービスの提供 プレスへの施設・サービスの提供 江東区
選手村 選手村 選手村 中央区
オリンピック サイクリング村 オリンピック サイクリング村 ー 静岡県伊豆市
オリンピック セーリング村 オリンピック セーリング村 ー 神奈川県中郡大磯町

オリンピックファミリーホテル
（ IOC 本部ホテル）

オリンピックファミリー宿泊、会議・イ
ベント、IOCオフィス、東京 2020OFS/
PFSオフィス

ー 港区

オリンピックファミリーホテル２
オリンピックファミリー宿泊、会議・イ
ベント、IOCオフィス、東京 2020OFS/
PFSオフィス

ー 港区
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会場名 オリンピック用途 パラリンピック用途 所在地

オリンピックファミリーホテル３
オリンピックファミリー宿泊、会議・イ
ベント、IOCオフィス、東京 2020OFS/
PFSオフィス

ー 港区

パラリンピックファミリーホテル
（ IPC 本部ホテル） ー

パラリンピックファミリー宿泊、会議・
イベント、IPCオフィス、東京 2020OFS/
PFSオフィス

港区

パラリンピックファミリーホテル２ ー
パラリンピックファミリー宿泊、会議・
イベント、IPCオフィス、東京 2020OFS/
PFSオフィス

港区

パラリンピックファミリーホテル 3 ー
パラリンピックファミリー宿泊、会議・
イベント、IPCオフィス、東京 2020OFS/
PFSオフィス

江東区

CASオフィス スポーツ仲裁裁判所（ CAS ）が使用す
るオフィス、聴聞会用スペース ー 港区

IOCオリンピッククラブ IOCホスピタリティ ー 江東区

東京国際空港（ 羽田 ） 出入国サービスの実施・都市間移動 
アクレディテーションの有効化

出入国サービスの実施 
アクレディテーションの有効化 大田区

成田国際空港 出入国サービスの実施・都市間移動 
アクレディテーションの有効化

出入国サービスの実施 
アクレディテーションの有効化 千葉県成田市

新千歳空港 出入国サービスの実施・都市間移動 ー 北海道千歳市
仙台空港 出入国サービスの実施・都市間移動 ー 宮城県名取市

築地デポ（ TAバスデポほか） 選手や大会関係者の輸送を支える主
要な車両基地

選手や大会関係者の輸送を支える主
要な車両基地 中央区

グルーム用宿泊施設 グルーム用宿泊施設 グルーム用宿泊施設 世田谷区

東京2020オリンピック　独立練習会場
会場名 競技・種目等 所在地

東京体育館 水泳（ 水球 ）［ 男子 ］ 渋谷区
武蔵野の森総合スポーツプラザ 水泳（ 水球 ）［ 女子 ］ 調布市
江戸川区陸上競技場 陸上競技 江戸川区
代々木公園陸上競技場 陸上競技 渋谷区
真駒内公園屋外競技場 陸上競技（マラソン・競歩 ） 北海道札幌市
大田スタジアム 野球 大田区
日本体育大学 横浜・健志台キャンパス 野球 神奈川県横浜市
日本体育大学 東京・世田谷キャンパス ソフトボール 世田谷区
東京ビッグサイト南展示棟 バスケットボール（ バスケットボール） 江東区
中央区立総合スポーツセンター バスケットボール（ 3x3 バスケットボール） 中央区
墨田区総合体育館 ボクシング 墨田区
駒沢オリンピック公園総合運動場 サッカー 世田谷区
夢の島競技場 サッカー 江東区
秋津サッカー場 サッカー 千葉県習志野市
高円宮記念 JFA 夢フィールド サッカー 千葉県千葉市
稲毛海浜公園スポーツ施設球技場 サッカー 千葉県千葉市
小机競技場 サッカー 神奈川県横浜市
三ツ沢公園球技場 サッカー 神奈川県横浜市
神奈川県立保土ケ谷公園サッカー場 サッカー 神奈川県横浜市
白旗山競技場 サッカー 北海道札幌市
厚別公園競技場 サッカー 北海道札幌市
札幌サッカーアミューズメントパーク サッカー 北海道札幌市
仙台スタジアム サッカー 宮城県仙台市
泉サッカー場 サッカー 宮城県仙台市
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会場名 競技・種目等 所在地
宮城県サッカー場 サッカー 宮城県利府町
鹿島アントラーズクラブハウス サッカー 茨城県鹿嶋市
北海浜多目的球技場 サッカー 茨城県鹿嶋市
新浜緑地公園多目的球技場 サッカー 茨城県鹿嶋市
中田スポーツセンター球技場 サッカー 千葉県千葉市
アキラスポーツフィールド サッカー 千葉県千葉市
東京ビッグサイト南展示棟 体操 江東区
文京スポーツセンター ハンドボール 文京区
港区スポーツセンター ハンドボール 港区
品川区立総合体育館 ハンドボール 品川区
講道館 柔道 文京区
東京武道館 空手 足立区
渋谷区スポーツセンター 近代五種［ 水泳、フェンシング、レーザーラン］ 渋谷区
早稲田大学東伏見キャンパス 近代五種［ 馬術 ］ 西東京市
東芝 府中事業所敷地内グランド ラグビー 府中市
リコー総合グラウンド ラグビー 世田谷区
クボタ船橋グラウンド ラグビー 千葉県船橋市
NTTコミュニケーションズアークス浦安パーク ラグビー 千葉県浦安市
辰巳の森海浜公園ラグビー練習場 ラグビー 江東区
中央区立中央小学校温水プール ラグビー 中央区
中野区立総合体育館 卓球 中野区
目黒区立中央体育館 テコンドー 目黒区
台東リバーサイドスポーツセンター トライアスロン［スイム、ラン］ 台東区
若洲海浜公園 トライアスロン［ バイク］ 江東区
千代田区立スポーツセンター バレーボール（ バレーボール） 千代田区
葛飾区水元総合スポーツセンター バレーボール（ バレーボール） 葛飾区
江東区スポーツ会館 バレーボール（ バレーボール） 江東区
市川市塩浜市民体育館 バレーボール（ バレーボール） 千葉県市川市

東京2020オリンピック　競技会場併設練習会場
会場名 競技・種目等 所在地

東京アクアティクスセンター 水泳（アーティスティックスイミング、飛込、マラソンスイミング、競
泳、水球 ） 江東区

お台場海浜公園 水泳（マラソンスイミング） 港区
東京辰巳国際水泳場 水泳（ 水球 ） 江東区
夢の島公園アーチェリー場 アーチェリー 江東区
オリンピックスタジアム サブトラック 陸上競技 新宿区
武蔵野の森総合スポーツプラザ バドミントン 調布市

福島あづま球場 野球
ソフトボール 福島県福島市

横浜スタジアム ソフトボール 神奈川県横浜市
カヌー・スラロームセンター カヌー（スラローム） 江戸川区
海の森水上競技場 カヌー（スプリント） 江東区
有明アーバンスポーツパーク 自転車競技（ BMXフリースタイル、BMXレーシング） 江東区
伊豆 MTBコース 自転車競技（マウンテンバイク） 静岡県伊豆市
富士スピードウェイ 自転車競技（ ロード） 静岡県小山町
伊豆ベロドローム 自転車競技（トラック） 静岡県伊豆市
馬事公苑 馬術 世田谷区
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会場名 競技・種目等 所在地
幕張メッセ Aホール フェンシング 千葉県千葉市
霞ヶ関カンツリー倶楽部 ゴルフ 埼玉県川越市
国立代々木競技場 ハンドボール 渋谷区
大井ホッケー競技場 ホッケー 品川区
海の森水上競技場 ボート 江東区
江の島ヨットハーバー セーリング 神奈川県藤沢市
陸上自衛隊朝霞訓練場 射撃 練馬区
有明アーバンスポーツパーク スケートボード 江東区
青海アーバンスポーツパーク スポーツクライミング 江東区
釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ サーフィン 千葉県一宮町
有明テニスの森 テニス 江東区
潮風公園 バレーボール（ビーチバレーボール） 品川区
東京国際フォーラム ウエイトリフティング 千代田区
幕張メッセ Aホール レスリング 千葉県千葉市

東京2020パラリンピック　独立練習会場
会場名 競技・種目等 所在地

江戸川区陸上競技場 陸上競技 江戸川区
代々木公園陸上競技場 陸上競技 渋谷区
文京スポーツセンター バドミントン 文京区
講道館 柔道 文京区
荒川総合スポーツセンター シッティングバレーボール 荒川区
品川区立総合体育館 シッティングバレーボール 品川区
中野区立総合体育館 卓球 中野区
目黒区立中央体育館 テコンドー 目黒区
台東リバーサイドスポーツセンター トライアスロン[スイム、ラン] 台東区
若洲海浜公園 トライアスロン[バイク] 江東区
東京ビッグサイト南展示棟 車いすバスケットボール 江東区
港区スポーツセンター 車いすラグビー 港区

東京2020パラリンピック　競技会場併設練習会場
会場名 競技・種目等 所在地

夢の島公園アーチェリー場 アーチェリー 江東区
オリンピックスタジアム サブトラック 陸上競技 新宿区
有明体操競技場 ボッチャ 江東区
海の森水上競技場 カヌー（スプリント） 江東区
富士スピードウェイ 自転車競技（ ロード） 静岡県小山町
伊豆ベロドローム 自転車競技（トラック） 静岡県伊豆市
馬事公苑 馬術 世田谷区
青海アーバンスポーツパーク ５人制サッカー 江東区
幕張メッセ Aホール ゴールボール 千葉県千葉市
東京国際フォーラム パワーリフティング 千代田区
海の森水上競技場 ボート 江東区
陸上自衛隊朝霞訓練場 射撃 練馬区
東京アクアティクスセンター 水泳 江東区
幕張メッセ Aホール 車いすフェンシング 千葉県千葉市
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会場名 競技・種目等 所在地
有明テニスの森 車いすテニス 江東区
国立代々木競技場 車いすラグビー 渋谷区
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7	 競技日程等

東京2020オリンピック　競技日程（種目実施日程）
競技（ 種別 ） 会場 日程 開始時間 終了時間

開・閉会式 オリンピックスタジアム 2021-07-23 20:00 23:30 開会式
開・閉会式 オリンピックスタジアム 2021-08-08 20:00 22:30 閉会式

3x3 バスケットボール 青海アーバンスポーツパーク 2021-07-24 10:15 12:25

女子予選ラウンド ROC* vs 日本／  
女子予選ラウンド 中国 vs ルーマニア／  
男子予選ラウンド ポーランド vs ラトビア／  
男子予選ラウンド 中国 vs セルビア 
*IOC news story（ 英語 ）

3x3 バスケットボール 青海アーバンスポーツパーク 2021-07-24 14:00 15:50

女子予選ラウンド ROC* vs 中国／  
女子予選ラウンド ルーマニア vs 日本／  
男子予選ラウンド ROC* vs 中国／  
男子予選ラウンド セルビア vs オランダ 
*IOC news story（ 英語 ）

3x3 バスケットボール 青海アーバンスポーツパーク 2021-07-24 17:30 19:30

女子予選ラウンド イタリア vs モンゴル／  
女子予選ラウンド アメリカ合衆国 vs フランス／  
男子予選ラウンド ラトビア vs ベルギー／  
男子予選ラウンド 日本 vs ポーランド

3x3 バスケットボール 青海アーバンスポーツパーク 2021-07-24 21:00 22:50

女子予選ラウンド モンゴル vs アメリカ合衆国／  
女子予選ラウンド フランス vs イタリア／  
男子予選ラウンド オランダ vs ROC* ／  
男子予選ラウンド ベルギー vs 日本 
*IOC news story（ 英語 ）

3x3 バスケットボール 青海アーバンスポーツパーク 2021-07-25 10:15 12:25

女子予選ラウンド 日本 vs モンゴル／  
女子予選ラウンド ルーマニア vs イタリア／  
男子予選ラウンド ROC* vs ベルギー／  
男子予選ラウンド ポーランド vs セルビア 
*IOC news story（ 英語 ）

3x3 バスケットボール 青海アーバンスポーツパーク 2021-07-25 14:00 15:50

女子予選ラウンド モンゴル vs ROC* ／  
女子予選ラウンド 中国 vs イタリア／  
男子予選ラウンド 中国 vs ラトビア／  
男子予選ラウンド セルビア vs ベルギー 
*IOC news story（ 英語 ）

3x3 バスケットボール 青海アーバンスポーツパーク 2021-07-25 17:30 19:30

女子予選ラウンド ルーマニア vs アメリカ合衆国／  
女子予選ラウンド 日本 vs フランス／  
男子予選ラウンド ROC* vs ポーランド／  
男子予選ラウンド 日本 vs オランダ 
*IOC news story（ 英語 ）

3x3 バスケットボール 青海アーバンスポーツパーク 2021-07-25 21:00 22:50

女子予選ラウンド 中国 vs フランス／  
女子予選ラウンド ROC* vs アメリカ合衆国／  
男子予選ラウンド オランダ vs 中国／  
男子予選ラウンド ラトビア vs 日本 
*IOC news story（ 英語 ）

3x3 バスケットボール 青海アーバンスポーツパーク 2021-07-26 10:15 12:25

女子予選ラウンド 日本 vs 中国／  
女子予選ラウンド モンゴル vs ルーマニア／  
男子予選ラウンド ベルギー vs 中国／  
男子予選ラウンド セルビア vs 日本

3x3 バスケットボール 青海アーバンスポーツパーク 2021-07-26 14:00 15:50

女子予選ラウンド ルーマニア vs ROC* ／  
女子予選ラウンド イタリア vs 日本／  
男子予選ラウンド 日本 vs ROC* ／  
男子予選ラウンド ラトビア vs セルビア 
*IOC news story（ 英語 ）

3x3 バスケットボール 青海アーバンスポーツパーク 2021-07-26 17:30 19:30

女子予選ラウンド フランス vs モンゴル／  
女子予選ラウンド イタリア vs アメリカ合衆国／  
男子予選ラウンド オランダ vs ベルギー／  
男子予選ラウンド ポーランド vs 中国

3x3 バスケットボール 青海アーバンスポーツパーク 2021-07-26 21:00 22:50

女子予選ラウンド アメリカ合衆国 vs 中国／  
女子予選ラウンド フランス vs ROC* ／  
男子予選ラウンド ROC* vs ラトビア／  
男子予選ラウンド オランダ vs ポーランド 
*IOC news story（ 英語 ）

3x3 バスケットボール 青海アーバンスポーツパーク 2021-07-27 13:30 15:30

女子予選ラウンド アメリカ合衆国 vs 日本／  
女子予選ラウンド 中国 vs モンゴル／  
男子予選ラウンド ベルギー vs ポーランド／  
男子予選ラウンド 中国 vs 日本

3x3 バスケットボール 青海アーバンスポーツパーク 2021-07-27 17:00 18:50

女子予選ラウンド フランス vs ルーマニア／  
女子予選ラウンド ROC* vs イタリア／  
男子予選ラウンド セルビア vs ROC* ／  
男子予選ラウンド ラトビア vs オランダ 
*IOC news story（ 英語 ）
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競技（ 種別 ） 会場 日程 開始時間 終了時間

3x3 バスケットボール 青海アーバンスポーツパーク 2021-07-27 20:30 22:50 女子準々決勝（ 2 試合 ）／  
男子準々決勝（ 2 試合 ）

3x3 バスケットボール 青海アーバンスポーツパーク 2021-07-28 17:00 19:10 女子準決勝（ 2 試合 ）／  
男子準決勝（ 2 試合 ）

3x3 バスケットボール 青海アーバンスポーツパーク 2021-07-28 20:45 23:35

女子 3 位決定戦／  
男子 3 位決定戦／  
女子決勝戦／  
男子決勝戦／  
女子表彰式／  
男子表彰式

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2021-07-23 09:00 11:00 女子個人ランキングラウンド 
※チケットの販売はございません。

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2021-07-23 13:00 15:00 男子個人ランキングラウンド 
※チケットの販売はございません。

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2021-07-24 09:30 12:05 混合団体 1 回戦

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2021-07-24 14:15 17:25

混合団体準々決勝／  
混合団体準決勝／  
混合団体 3 位決定戦／  
混合団体決勝／  
混合団体表彰式

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2021-07-25 09:30 11:05 女子団体 1 回戦

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2021-07-25 13:45 17:25

女子団体準々決勝／  
女子団体準決勝／  
女子団体 3 位決定戦／  
女子団体決勝／  
女子団体表彰式

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2021-07-26 09:30 11:05 男子団体 1 回戦

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2021-07-26 13:45 17:25

男子団体準々決勝／  
男子団体準決勝／  
男子団体 3 位決定戦／  
男子団体決勝／  
男子団体表彰式

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2021-07-27 09:30 13:25 男子個人 1 回戦・2 回戦／  
女子個人 1 回戦・2 回戦

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2021-07-27 16:00 19:55 男子個人 1 回戦・2 回戦／  
女子個人 1 回戦・2 回戦

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2021-07-28 09:30 13:25 男子個人 1 回戦・2 回戦／  
女子個人 1 回戦・2 回戦

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2021-07-28 16:00 18:40 男子個人 1 回戦・2 回戦／  
女子個人 1 回戦・2 回戦

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2021-07-29 09:30 13:25 男子個人 1 回戦・2 回戦／  
女子個人 1 回戦・2 回戦

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2021-07-29 16:00 18:40 男子個人 1 回戦・2 回戦／  
女子個人 1 回戦・2 回戦

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2021-07-30 09:30 11:15 女子個人 3 回戦

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2021-07-30 14:45 17:20

女子個人準々決勝／  
女子個人準決勝／  
女子個人 3 位決定戦／  
女子個人決勝／  
女子個人表彰式

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2021-07-31 09:30 11:15 男子個人 3 回戦

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2021-07-31 14:45 17:20

男子個人準々決勝／  
男子個人準決勝／  
男子個人 3 位決定戦／  
男子個人決勝／  
男子個人表彰式

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 2021-08-02 19:30 21:45 デュエットフリールーティン予選
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 2021-08-03 19:30 21:30 デュエットテクニカルルーティン

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 2021-08-04 19:30 21:05 デュエットフリールーティン決勝／  
デュエット表彰式

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 2021-08-06 19:30 20:35 チームテクニカルルーティン

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 2021-08-07 19:30 21:15 チームフリールーティン／  
チーム表彰式

ウエイトリフティング 東京国際フォーラム 2021-07-24 09:50 12:00 女子 49kg 級グループB

ウエイトリフティング 東京国際フォーラム 2021-07-24 13:50 16:00 女子 49kg 級グループA ／  
女子 49kg 級表彰式

ウエイトリフティング 東京国際フォーラム 2021-07-25 11:50 14:00 男子 61kg 級グループB・男子 67kg 級グループB

ウエイトリフティング 東京国際フォーラム 2021-07-25 15:50 18:00 男子 61kg 級グループA ／  
男子 61kg 級表彰式

ウエイトリフティング 東京国際フォーラム 2021-07-25 19:50 22:00 男子 67kg 級グループA ／  
男子 67kg 級表彰式

ウエイトリフティング 東京国際フォーラム 2021-07-26 13:50 16:00 女子 55kg 級グループB

ウエイトリフティング 東京国際フォーラム 2021-07-26 19:50 22:00 女子 55kg 級グループA ／  
女子 55kg 級表彰式
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ウエイトリフティング 東京国際フォーラム 2021-07-27 11:50 14:00 女子 59kg 級グループB・女子 64kg 級グループB

ウエイトリフティング 東京国際フォーラム 2021-07-27 15:50 18:00 女子 59kg 級グループA ／  
女子 59kg 級表彰式

ウエイトリフティング 東京国際フォーラム 2021-07-27 19:50 22:00 女子 64kg 級グループA ／  
女子 64kg 級表彰式

ウエイトリフティング 東京国際フォーラム 2021-07-28 13:50 16:00 男子 73kg 級グループB

ウエイトリフティング 東京国際フォーラム 2021-07-28 19:50 22:00 男子 73kg 級グループA ／  
男子 73kg 級表彰式

ウエイトリフティング 東京国際フォーラム 2021-07-31 11:50 14:00 男子 81kg 級グループB・男子 96kg 級グループB

ウエイトリフティング 東京国際フォーラム 2021-07-31 15:50 18:00 男子 81kg 級グループA ／  
男子 81kg 級表彰式

ウエイトリフティング 東京国際フォーラム 2021-07-31 19:50 22:00 男子 96kg 級グループA ／  
男子 96kg 級表彰式

ウエイトリフティング 東京国際フォーラム 2021-08-01 13:50 16:00 女子 76kg 級グループB

ウエイトリフティング 東京国際フォーラム 2021-08-01 19:50 22:00 女子 76kg 級グループA ／  
女子 76kg 級表彰式

ウエイトリフティング 東京国際フォーラム 2021-08-02 11:50 14:00 女子 87kg 級グループB ・女子 87kg 超級グループB

ウエイトリフティング 東京国際フォーラム 2021-08-02 15:50 18:00 女子 87kg 級グループA ／  
女子 87kg 級表彰式

ウエイトリフティング 東京国際フォーラム 2021-08-02 19:50 22:00 女子 87kg 超級グループA ／  
女子 87kg 超級表彰式

ウエイトリフティング 東京国際フォーラム 2021-08-03 13:50 16:00 男子 109kg 級グループB

ウエイトリフティング 東京国際フォーラム 2021-08-03 19:50 22:00 男子 109kg 級グループA ／  
男子 109kg 級表彰式

ウエイトリフティング 東京国際フォーラム 2021-08-04 13:50 16:00 男子 109kg 超級グループB

ウエイトリフティング 東京国際フォーラム 2021-08-04 19:50 22:00 男子 109kg 超級グループA ／  
男子 109kg 超級表彰式

カヌー（スラローム） カヌー・スラロームセンター 2021-07-25 13:00 16:45 男子カナディアン（ C-1 ）予選／  
女子カヤック（ K-1 ）予選

カヌー（スラローム） カヌー・スラロームセンター 2021-07-26 14:00 16:45
男子カナディアン（ C-1 ）準決勝／  
男子カナディアン（ C-1 ）決勝／  
男子カナディアン（ C-1 ）表彰式

カヌー（スラローム） カヌー・スラロームセンター 2021-07-27 14:00 17:00
女子カヤック（ K-1 ）準決勝／  
女子カヤック（ K-1 ）決勝／  
女子カヤック（ K-1 ）表彰式

カヌー（スラローム） カヌー・スラロームセンター 2021-07-28 13:00 16:45 女子カナディアン（ C-1 ）予選／  
男子カヤック（ K-1 ）予選

カヌー（スラローム） カヌー・スラロームセンター 2021-07-29 14:00 16:45
女子カナディアン（ C-1 ）準決勝／  
女子カナディアン（ C-1 ）決勝／  
女子カナディアン（ C-1 ）表彰式

カヌー（スラローム） カヌー・スラロームセンター 2021-07-30 14:00 17:00
男子カヤック（ K-1 ）準決勝／  
男子カヤック（ K-1 ）決勝／  
男子カヤック（ K-1 ）表彰式

カヌー（スプリント） 海の森水上競技場 2021-08-02 09:30 13:00

女子カヤックシングル（ K-1 ）200m 予選／  
男子カナディアンペア（ C-2 ）1000m 予選／  
男子カヤックシングル（ K-1 ）1000m 予選／  
女子カヤックペア（ K-2 ）500m 予選／  
女子カヤックシングル（ K-1 ）200m 準々決勝／  
男子カナディアンペア（ C-2 ）1000m 準々決勝／  
男子カヤックシングル（ K-1 ）1000m 準々決勝／  
女子カヤックペア（ K-2 ）500m 準々決勝

カヌー（スプリント） 海の森水上競技場 2021-08-03 09:30 13:15

女子カヤックシングル（ K-1 ）200m 準決勝／  
男子カナディアンペア（ C-2 ）1000m 準決勝／  
男子カヤックシングル（ K-1 ）1000m 準決勝／  
女子カヤックペア（ K-2 ）500m 準決勝／  
女子カヤックシングル（ K-1 ）200mA 決勝・B 決勝／  
男子カナディアンペア（ C-2 ）1000mA 決勝・B 決勝／  
女子カヤックシングル（ K-1 ）200m 表彰式／  
男子カヤックシングル（ K-1 ）1000mA 決勝・B 決勝／  
男子カナディアンペア（ C-2 ）1000m 表彰式／  
女子カヤックペア（ K-2 ）500mA 決勝・B 決勝／  
男子カヤックシングル（ K-1 ）1000m 表彰式／  
女子カヤックペア（ K-2 ）500m 表彰式

カヌー（スプリント） 海の森水上競技場 2021-08-04 09:30 12:40

男子カヤックシングル（ K-1 ）200m 予選／  
女子カナディアンシングル（ C-1 ）200m 予選／  
女子カヤックシングル（ K-1 ）500m 予選／  
男子カヤックペア（ K-2 ）1000m 予選／  
男子カヤックシングル（ K-1 ）200m 準々決勝／  
女子カナディアンシングル（ C-1 ）200m 準々決勝／  
女子カヤックシングル（ K-1 ）500m 準々決勝／  
男子カヤックペア（ K-2 ）1000m 準々決勝
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カヌー（スプリント） 海の森水上競技場 2021-08-05 09:30 13:05

男子カヤックシングル（ K-1 ）200m 準決勝／  
女子カナディアンシングル（ C-1 ）200m 準決勝／  
女子カヤックシングル（ K-1 ）500m 準決勝／  
男子カヤックペア（ K-2 ）1000m 準決勝／  
男子カヤックシングル（ K-1 ）200mA 決勝・B 決勝／  
女子カナディアンシングル（ C-1 ）200mA 決勝・B 決勝／ 
男子カヤックシングル（ K-1 ）200m 表彰式／  
女子カヤックシングル（ K-1 ）500mA 決勝・B 決勝／  
女子カナディアンシングル（ C-1 ）200m 表彰式／  
男子カヤックペア（ K-2 ）1000mA 決勝・B 決勝／  
女子カヤックシングル（ K-1 ）500m 表彰式／  
男子カヤックペア（ K-2 ）1000m 表彰式

カヌー（スプリント） 海の森水上競技場 2021-08-06 09:30 11:40

女子カナディアンペア（ C-2 ）500m 予選／  
男子カナディアンシングル（ C-1 ）1000m 予選／  
女子カヤックフォア（ K-4 ）500m 予選／  
男子カヤックフォア（ K-4 ）500m 予選／  
女子カナディアンペア（ C-2 ）500m 準々決勝／ 
男子カナディアンシングル（ C-1 ）1000m 準々決勝

カヌー（スプリント） 海の森水上競技場 2021-08-07 09:30 12:50

女子カナディアンペア（ C-2 ）500m 準決勝／  
男子カナディアンシングル（ C-1 ）1000m 準決勝／  
女子カヤックフォア（ K-4 ）500m 準決勝／  
男子カヤックフォア（ K-4 ）500m 準決勝／  
女子カナディアンペア（ C-2 ）500mA 決勝・B 決勝／ 
男子カナディアンシングル（ C-1 ）1000mA 決勝・B 決勝／  
女子カナディアンペア（ C-2 ）500m 表彰式／  
女子カヤックフォア（ K-4 ）500mA 決勝／  
男子カナディアンシングル（ C-1 ）1000m 表彰式／  
男子カヤックフォア（ K-4 ）500mA 決勝／  
女子カヤックフォア（ K-4 ）500m 表彰式／  
男子カヤックフォア（ K-4 ）500m 表彰式

ゴルフ 霞ヶ関カンツリー倶楽部 2021-07-29 07:30 16:00 男子第 1ラウンド
ゴルフ 霞ヶ関カンツリー倶楽部 2021-07-30 07:30 16:00 男子第 2ラウンド
ゴルフ 霞ヶ関カンツリー倶楽部 2021-07-31 07:30 16:00 男子第 3ラウンド

ゴルフ 霞ヶ関カンツリー倶楽部 2021-08-01 07:30 16:30 男子第 4ラウンド／  
男子表彰式

ゴルフ 霞ヶ関カンツリー倶楽部 2021-08-04 07:30 16:00 女子第 1ラウンド
ゴルフ 霞ヶ関カンツリー倶楽部 2021-08-05 07:30 16:00 女子第 2ラウンド
ゴルフ 霞ヶ関カンツリー倶楽部 2021-08-06 07:30 16:00 女子第 3ラウンド

ゴルフ 霞ヶ関カンツリー倶楽部 2021-08-07 07:30 16:30 女子第 4ラウンド／  
女子表彰式

サーフィン 釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ 2021-07-25 07:00 16:20

男子第 1ラウンド／  
女子第 1ラウンド／  
男子第 2ラウンド／  
女子第 2ラウンド 
※サーフィン競技は、競技に適した波のコンディションで行われます。
コンディションが良ければ 4日間で終了するスケジュールですが、波の
コンディション次第でさらに日程を要する可能性があります。そのた
め、実際のサーフィン競技日程は、7月25日（日）～ 8月1日（日）
の期間に4日間のスケジュールを行う予定です。

サーフィン 釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ 2021-07-26 07:00 16:40

女子第 3ラウンド／  
男子第 3ラウンド 
※サーフィン競技は、競技に適した波のコンディションで行われます。
コンディションが良ければ 4日間で終了するスケジュールですが、波の
コンディション次第でさらに日程を要する可能性があります。そのた
め、実際のサーフィン競技日程は、7月25日（日）～ 8月1日（日）
の期間に4日間のスケジュールを行う予定です。

サーフィン 釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ 2021-07-27 07:00 14:20

男子準々決勝／  
女子準々決勝／  
男子準決勝／  
女子準決勝 
※サーフィン競技は、競技に適した波のコンディションで行われます。
コンディションが良ければ 4日間で終了するスケジュールですが、波の
コンディション次第でさらに日程を要する可能性があります。そのた
め、実際のサーフィン競技日程は、7月25日（日）～ 8月1日（日）
の期間に4日間のスケジュールを行う予定です。

サーフィン 釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ 2021-07-28 08:00 11:35

女子 3 位決定戦／  
男子 3 位決定戦／  
女子決勝戦／  
男子決勝戦／  
女子表彰式／  
男子表彰式 
※サーフィン競技は、競技に適した波のコンディションで行われます。
コンディションが良ければ 4日間で終了するスケジュールですが、波の
コンディション次第でさらに日程を要する可能性があります。そのた
め、実際のサーフィン競技日程は、7月25日（日）～ 8月1日（日）
の期間に4日間のスケジュールを行う予定です。
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サーフィン 釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ 2021-07-29 TBD TBD

種目実施未定 
※サーフィン競技は、競技に適した波のコンディションで行われます。
コンディションが良ければ 4日間で終了するスケジュールですが、波の
コンディション次第でさらに日程を要する可能性があります。そのた
め、実際のサーフィン競技日程は、7月25日（日）～ 8月1日（日）
の期間に4日間のスケジュールを行う予定です。

サーフィン 釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ 2021-07-30 TBD TBD

種目実施未定 
※サーフィン競技は、競技に適した波のコンディションで行われます。
コンディションが良ければ 4日間で終了するスケジュールですが、波の
コンディション次第でさらに日程を要する可能性があります。そのた
め、実際のサーフィン競技日程は、7月25日（日）～ 8月1日（日）
の期間に4日間のスケジュールを行う予定です。

サーフィン 釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ 2021-07-31 TBD TBD

種目実施未定 
※サーフィン競技は、競技に適した波のコンディションで行われます。
コンディションが良ければ 4日間で終了するスケジュールですが、波の
コンディション次第でさらに日程を要する可能性があります。そのた
め、実際のサーフィン競技日程は、7月25日（日）～ 8月1日（日）
の期間に4日間のスケジュールを行う予定です。

サーフィン 釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ 2021-08-01 TBD TBD

種目実施未定 
※サーフィン競技は、競技に適した波のコンディションで行われます。
コンディションが良ければ 4日間で終了するスケジュールですが、波の
コンディション次第でさらに日程を要する可能性があります。そのた
め、実際のサーフィン競技日程は、7月25日（日）～ 8月1日（日）
の期間に4日間のスケジュールを行う予定です。

サッカー 札幌ドーム 2021-07-21 16:30 21:30 女子一次ラウンド - グループE 英国 vs チリ／  
女子一次ラウンド - グループE 日本 vs カナダ

サッカー 宮城スタジアム 2021-07-21 17:00 22:00 女子一次ラウンド - グループF 中国 vs ブラジル／  
女子一次ラウンド - グループF ザンビア vs オランダ

サッカー 東京スタジアム 2021-07-21 17:30 22:30 女子一次ラウンド - グループG スウェーデン vs アメリカ合衆国／  
女子一次ラウンド - グループG オーストラリア vs ニュージーランド

サッカー 札幌ドーム 2021-07-22 16:30 21:30 男子一次ラウンド - グループC エジプト vs スペイン／  
男子一次ラウンド - グループC アルゼンチン vs オーストラリア

サッカー 東京スタジアム 2021-07-22 17:00 22:00 男子一次ラウンド - グループA メキシコ vs フランス／  
男子一次ラウンド - グループA 日本 vs 南アフリカ

サッカー 茨城カシマスタジアム 2021-07-22 17:00 22:00 男子一次ラウンド - グループB ニュージーランド vs 大韓民国／  
男子一次ラウンド - グループB ホンジュラス vs ルーマニア

サッカー 横浜国際総合競技場 2021-07-22 17:30 22:30 男子一次ラウンド - グループD コートジボワール vs サウジアラビア／  
男子一次ラウンド - グループD ブラジル vs ドイツ

サッカー 札幌ドーム 2021-07-24 16:30 21:30 女子一次ラウンド - グループE チリ vs カナダ／  
女子一次ラウンド - グループE 日本 vs 英国

サッカー 宮城スタジアム 2021-07-24 17:00 22:00 女子一次ラウンド - グループF 中国 vs ザンビア／  
女子一次ラウンド - グループF オランダ vs ブラジル

サッカー 埼玉スタジアム2002 2021-07-24 17:30 22:30 女子一次ラウンド - グループG スウェーデン vs オーストラリア／  
女子一次ラウンド - グループG ニュージーランド vs アメリカ合衆国

サッカー 札幌ドーム 2021-07-25 16:30 21:30 男子一次ラウンド - グループC エジプト vs アルゼンチン／  
男子一次ラウンド - グループC オーストラリア vs スペイン

サッカー 茨城カシマスタジアム 2021-07-25 17:00 22:00 男子一次ラウンド - グループB ニュージーランド vs ホンジュラス／  
男子一次ラウンド - グループB ルーマニア vs 大韓民国

サッカー 埼玉スタジアム2002 2021-07-25 17:00 22:00 男子一次ラウンド - グループA フランス vs 南アフリカ／  
男子一次ラウンド - グループA 日本 vs メキシコ

サッカー 横浜国際総合競技場 2021-07-25 17:30 22:30 男子一次ラウンド - グループD ブラジル vs コートジボワール／  
男子一次ラウンド - グループD サウジアラビア vs ドイツ

サッカー 宮城スタジアム 2021-07-27 17:00 22:00 女子一次ラウンド - グループG ニュージーランド vs スウェーデン／  
女子一次ラウンド - グループE チリ vs 日本

サッカー 茨城カシマスタジアム 2021-07-27 17:00 22:00 女子一次ラウンド - グループG アメリカ合衆国 vs オーストラリア／  
女子一次ラウンド - グループE カナダ vs 英国

サッカー 埼玉スタジアム2002 2021-07-27 20:30 22:30 女子一次ラウンド - グループF ブラジル vs ザンビア
サッカー 横浜国際総合競技場 2021-07-27 20:30 22:30 女子一次ラウンド - グループF オランダ vs 中国

サッカー 札幌ドーム 2021-07-28 17:30 22:30 男子一次ラウンド - グループB ルーマニア vs ニュージーランド／  
男子一次ラウンド - グループA 南アフリカ vs メキシコ

サッカー 宮城スタジアム 2021-07-28 17:00 22:00 男子一次ラウンド - グループD ドイツ vs コートジボワール／  
男子一次ラウンド - グループC オーストラリア vs エジプト

サッカー 埼玉スタジアム2002 2021-07-28 17:00 22:00 男子一次ラウンド - グループD サウジアラビア vs ブラジル／  
男子一次ラウンド - グループC スペイン vs アルゼンチン

サッカー 横浜国際総合競技場 2021-07-28 17:30 22:30 男子一次ラウンド - グループB 大韓民国 vs ホンジュラス／  
男子一次ラウンド - グループA フランス vs 日本

サッカー 宮城スタジアム 2021-07-30 17:00 20:00 女子準々決勝
サッカー 茨城カシマスタジアム 2021-07-30 18:00 21:00 女子準々決勝
サッカー 埼玉スタジアム2002 2021-07-30 19:00 22:00 女子準々決勝
サッカー 横浜国際総合競技場 2021-07-30 20:00 23:00 女子準々決勝
サッカー 宮城スタジアム 2021-07-31 17:00 20:00 男子準々決勝
サッカー 茨城カシマスタジアム 2021-07-31 18:00 21:00 男子準々決勝
サッカー 埼玉スタジアム2002 2021-07-31 19:00 22:00 男子準々決勝
サッカー 横浜国際総合競技場 2021-07-31 20:00 23:00 男子準々決勝
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サッカー 茨城カシマスタジアム 2021-08-02 17:00 20:00 女子準決勝
サッカー 横浜国際総合競技場 2021-08-02 20:00 23:00 女子準決勝
サッカー 茨城カシマスタジアム 2021-08-03 17:00 20:00 男子準決勝
サッカー 埼玉スタジアム2002 2021-08-03 20:00 23:00 男子準決勝
サッカー 茨城カシマスタジアム 2021-08-05 17:00 20:00 女子 3 位決定戦

サッカー オリンピックスタジアム 2021-08-06 11:00 14:00 女子決勝戦／  
女子表彰式

サッカー 埼玉スタジアム2002 2021-08-06 20:00 23:00 男子 3 位決定戦

サッカー 横浜国際総合競技場 2021-08-07 20:30 23:30 男子決勝戦／  
男子表彰式

スケートボード 有明アーバンスポーツパーク 2021-07-25 09:00 13:55
男子ストリート予選／  
男子ストリート決勝／  
男子ストリート表彰式

スケートボード 有明アーバンスポーツパーク 2021-07-26 09:00 13:55
女子ストリート予選／  
女子ストリート決勝／  
女子ストリート表彰式

スケートボード 有明アーバンスポーツパーク 2021-08-04 09:00 13:40
女子パーク予選／   
女子パーク決勝／  
女子パーク表彰式

スケートボード 有明アーバンスポーツパーク 2021-08-05 09:00 13:40
男子パーク予選／   
男子パーク決勝／  
男子パーク表彰式

スポーツクライミング 青海アーバンスポーツパーク 2021-08-03 17:00 22:40
男子複合予選 - スピード／  
男子複合予選 - ボルダリング／  
男子複合予選 - リード

スポーツクライミング 青海アーバンスポーツパーク 2021-08-04 17:00 22:40
女子複合予選 - スピード／  
女子複合予選 - ボルダリング／  
女子複合予選 - リード

スポーツクライミング 青海アーバンスポーツパーク 2021-08-05 17:30 22:20

男子複合決勝 - スピード／  
男子複合決勝 - ボルダリング／  
男子複合決勝 - リード／  
男子複合表彰式

スポーツクライミング 青海アーバンスポーツパーク 2021-08-06 17:30 22:20

女子複合決勝 - スピード／  
女子複合決勝 - ボルダリング／  
女子複合決勝 - リード／  
女子複合表彰式

セーリング 江の島ヨットハーバー 2021-07-25 12:00 18:00

男子 RS:X 級／  
女子 RS:X 級／  
男子レーザー級／  
女子レーザーラジアル級

セーリング 江の島ヨットハーバー 2021-07-26 12:00 18:00

男子 RS:X 級／  
女子 RS:X 級／  
男子レーザー級／  
女子レーザーラジアル級

セーリング 江の島ヨットハーバー 2021-07-27 12:00 18:00

男子レーザー級／  
女子レーザーラジアル級／  
男子フィン級／  
男子 49er 級／  
女子 49erFX 級

セーリング 江の島ヨットハーバー 2021-07-28 12:00 18:00

男子 RS:X 級／  
女子 RS:X 級／  
男子フィン級／  
男子 470 級／  
女子 470 級／  
男子 49er 級／  
女子 49erFX 級／  
混合フォイリングナクラ17 級

セーリング 江の島ヨットハーバー 2021-07-29 12:00 18:00

男子 RS:X 級／  
女子 RS:X 級／  
男子レーザー級／  
女子レーザーラジアル級／  
男子フィン級／  
男子 470 級／  
女子 470 級／  
混合フォイリングナクラ17 級

セーリング 江の島ヨットハーバー 2021-07-30 12:00 18:00

男子レーザー級／  
女子レーザーラジアル級／  
男子 470 級／  
女子 470 級／  
男子 49er 級／  
女子 49erFX 級
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セーリング 江の島ヨットハーバー 2021-07-31 12:00 18:00

男子フィン級／  
男子 49er 級／  
女子 49erFX 級／  
混合フォイリングナクラ17 級／  
女子 RS:X 級メダルレース／  
男子 RS:X 級メダルレース／  
女子 RS:X 級表彰式／  
男子 RS:X 級表彰式

セーリング 江の島ヨットハーバー 2021-08-01 12:00 18:00

男子フィン級／  
男子 470 級／  
女子 470 級／  
混合フォイリングナクラ17 級／  
男子レーザー級メダルレース／  
女子レーザーラジアル級メダルレース／  
男子レーザー級表彰式／  
女子レーザーラジアル級表彰式

セーリング 江の島ヨットハーバー 2021-08-02 12:00 18:00

男子 470 級／  
女子 470 級／  
女子 49erFX 級メダルレース／  
男子 49er 級メダルレース／  
女子 49erFX 級表彰式／  
男子 49er 級表彰式

セーリング 江の島ヨットハーバー 2021-08-03 14:30 16:55

男子フィン級メダルレース／  
混合フォイリングナクラ17 級メダルレース／  
男子フィン級表彰式／  
混合フォイリングナクラ17 級表彰式

セーリング 江の島ヨットハーバー 2021-08-04 14:30 16:55

男子 470 級メダルレース／  
女子 470 級メダルレース／  
男子 470 級表彰式／  
女子 470 級表彰式

テコンドー 幕張メッセ　Aホール 2021-07-24 10:00 17:00

女子 49kg 級 1 回戦（ 8 試合 ）／  
男子 58kg 級 1 回戦（ 8 試合 ）／  
女子 49kg 級準々決勝（ 4 試合 ）／  
男子 58kg 級準々決勝（ 4 試合 ）／  
女子 49kg 級準決勝（ 2 試合 ）／  
男子 58kg 級準決勝（ 2 試合 ）

テコンドー 幕張メッセ　Aホール 2021-07-24 19:00 22:30

女子 49kg 級敗者復活戦（ 2 試合 ）／  
男子 58kg 級敗者復活戦（ 2 試合 ）／  
女子 49kg 級 3 位決定戦（ 2 試合 ）／  
男子 58kg 級 3 位決定戦（ 2 試合 ）／  
女子 49kg 級決勝／  
男子 58kg 級決勝／  
女子 49kg 級表彰式／  
男子 58kg 級表彰式

テコンドー 幕張メッセ　Aホール 2021-07-25 10:00 17:00

女子 57kg 級 1 回戦（ 8 試合 ）／  
男子 68kg 級 1 回戦（ 8 試合 ）／  
女子 57kg 級準々決勝（ 4 試合 ）／  
男子 68kg 級準々決勝（ 4 試合 ）／  
女子 57kg 級準決勝（ 2 試合 ）／  
男子 68kg 級準決勝（ 2 試合 ）

テコンドー 幕張メッセ　Aホール 2021-07-25 19:00 22:30

女子 57kg 級敗者復活戦（ 2 試合 ）／  
男子 68kg 級敗者復活戦（ 2 試合 ）／  
女子 57kg 級 3 位決定戦（ 2 試合 ）／  
男子 68kg 級 3 位決定戦（ 2 試合 ）／  
女子 57kg 級決勝／  
男子 68kg 級決勝／  
女子 57kg 級表彰式／  
男子 68kg 級表彰式

テコンドー 幕張メッセ　Aホール 2021-07-26 10:00 17:00

女子 67kg 級 1 回戦（ 8 試合 ）／  
男子 80kg 級 1 回戦（ 8 試合 ）／  
女子 67kg 級準々決勝（ 4 試合 ）／  
男子 80kg 級準々決勝（ 4 試合 ）／  
女子 67kg 級準決勝（ 2 試合 ）／  
男子 80kg 級準決勝（ 2 試合 ）

テコンドー 幕張メッセ　Aホール 2021-07-26 19:00 22:30

女子 67kg 級敗者復活戦（ 2 試合 ）／  
男子 80kg 級敗者復活戦（ 2 試合 ）／  
女子 67kg 級 3 位決定戦（ 2 試合 ）／  
男子 80kg 級 3 位決定戦（ 2 試合 ）／  
女子 67kg 級決勝／  
男子 80kg 級決勝／  
女子 67kg 級表彰式／  
男子 80kg 級表彰式
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テコンドー 幕張メッセ　Aホール 2021-07-27 10:00 17:00

女子 67kg 超級 1 回戦（ 8 試合 ）／  
男子 80kg 超級 1 回戦（ 8 試合 ）／  
女子 67kg 超級準々決勝（ 4 試合 ）／  
男子 80kg 超級準々決勝（ 4 試合 ）／  
女子 67kg 超級準決勝（ 2 試合 ）／  
男子 80kg 超級準決勝（ 2 試合 ）

テコンドー 幕張メッセ　Aホール 2021-07-27 19:00 22:30

女子 67kg 超級敗者復活戦（ 2 試合 ）／  
男子 80kg 超級敗者復活戦（ 2 試合 ）／  
女子 67kg 超級 3 位決定戦（ 2 試合 ）／  
男子 80kg 超級 3 位決定戦（ 2 試合 ）／  
女子 67kg 超級決勝／  
男子 80kg 超級決勝／  
女子 67kg 超級表彰式／  
男子 80kg 超級表彰式

テニス 有明テニスの森 （センター
コート） 2021-07-24 11:00 20:00

男子シングルス1 回戦／  
女子シングルス1 回戦／  
男子ダブルス1 回戦／  
女子ダブルス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。

テニス 有明テニスの森 （コート1 ） 2021-07-24 11:00 20:00

男子シングルス1 回戦／  
女子シングルス1 回戦／  
男子ダブルス1 回戦／  
女子ダブルス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。

テニス 有明テニスの森 （コート2 ） 2021-07-24 11:00 20:00

男子シングルス1 回戦／  
女子シングルス1 回戦／  
男子ダブルス1 回戦／  
女子ダブルス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。

テニス 有明テニスの森 （コート3-11 ）2021-07-24 11:00 20:00

男子シングルス1 回戦／  
女子シングルス1 回戦／  
男子ダブルス1 回戦／  
女子ダブルス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。

テニス 有明テニスの森 （センター
コート） 2021-07-25 11:00 20:00

男子シングルス1 回戦／  
女子シングルス1 回戦／  
男子ダブルス1 回戦／  
女子ダブルス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。

テニス 有明テニスの森 （コート1 ） 2021-07-25 11:00 20:00

男子シングルス1 回戦／  
女子シングルス1 回戦／  
男子ダブルス1 回戦／  
女子ダブルス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。

テニス 有明テニスの森 （コート2 ） 2021-07-25 11:00 20:00

男子シングルス1 回戦／  
女子シングルス1 回戦／  
男子ダブルス1 回戦／  
女子ダブルス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。

テニス 有明テニスの森 （コート3-11 ）2021-07-25 11:00 20:00

男子シングルス1 回戦／  
女子シングルス1 回戦／  
男子ダブルス1 回戦／  
女子ダブルス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。

テニス 有明テニスの森 （センター
コート） 2021-07-26 11:00 20:00

男子シングルス2 回戦／  
女子シングルス2 回戦／  
男子ダブルス2 回戦／  
女子ダブルス2 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。

テニス 有明テニスの森 （コート1 ） 2021-07-26 11:00 20:00

男子シングルス2 回戦／  
女子シングルス2 回戦／  
男子ダブルス2 回戦／  
女子ダブルス2 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。
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テニス 有明テニスの森 （コート2 ） 2021-07-26 11:00 20:00

男子シングルス2 回戦／  
女子シングルス2 回戦／  
男子ダブルス2 回戦／  
女子ダブルス2 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。

テニス 有明テニスの森 （コート3-11 ）2021-07-26 11:00 20:00

男子シングルス2 回戦／  
女子シングルス2 回戦／  
男子ダブルス2 回戦／  
女子ダブルス2 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。

テニス 有明テニスの森 （センター
コート） 2021-07-27 11:00 20:00

男子シングルス2 回戦／  
女子シングルス3 回戦／  
男子ダブルス準々決勝／  
女子ダブルス2 回戦／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。

テニス 有明テニスの森 （コート1 ） 2021-07-27 11:00 20:00

男子シングルス2 回戦／  
女子シングルス3 回戦／  
男子ダブルス準々決勝／  
女子ダブルス2 回戦／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。

テニス 有明テニスの森 （コート2 ） 2021-07-27 11:00 20:00

男子シングルス2 回戦／  
女子シングルス3 回戦／  
男子ダブルス準々決勝／  
女子ダブルス2 回戦／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。

テニス 有明テニスの森 （コート3-11 ）2021-07-27 11:00 20:00

男子シングルス2 回戦／  
女子シングルス3 回戦／  
男子ダブルス準々決勝／  
女子ダブルス2 回戦／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。

テニス 有明テニスの森 （センター
コート） 2021-07-28 11:00 20:00

男子シングルス3 回戦／  
女子シングルス準々決勝／  
男子ダブルス準決勝／  
女子ダブルス準々決勝／  
混合ダブルス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。

テニス 有明テニスの森 （コート1 ） 2021-07-28 11:00 20:00

男子シングルス3 回戦／  
女子シングルス準々決勝／  
男子ダブルス準決勝／  
女子ダブルス準々決勝／  
混合ダブルス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。

テニス 有明テニスの森 （コート2 ） 2021-07-28 11:00 20:00

男子シングルス3 回戦／  
女子シングルス準々決勝／  
女子ダブルス準々決勝／  
混合ダブルス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。

テニス 有明テニスの森 （コート3-11 ）2021-07-28 11:00 20:00

男子シングルス3 回戦／  
混合ダブルス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。

テニス 有明テニスの森 （センター
コート） 2021-07-29 11:00 20:00

男子シングルス準々決勝／  
女子シングルス準決勝／  
女子ダブルス準決勝／  
混合ダブルス準々決勝 
※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。

テニス 有明テニスの森 （コート1 ） 2021-07-29 11:00 20:00

男子シングルス準々決勝／  
女子ダブルス準決勝／  
混合ダブルス準々決勝 
※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。

テニス 有明テニスの森 （コート2 ） 2021-07-29 11:00 20:00
混合ダブルス準々決勝 
※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。
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テニス 有明テニスの森 （センター
コート） 2021-07-30 12:00 20:00

男子シングルス準決勝／  
男子ダブルス決勝戦／  
男子ダブルス表彰式 
※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。

テニス 有明テニスの森 （コート1 ） 2021-07-30 12:00 20:00

男子ダブルス3 位決定戦／  
混合ダブルス準決勝 
※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。

テニス 有明テニスの森 （センター
コート） 2021-07-31 12:00 20:00

男子シングルス3 位決定戦／  
女子シングルス3 位決定戦／  
女子シングルス決勝戦／  
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。

テニス 有明テニスの森 （コート1 ） 2021-07-31 12:00 20:00

女子ダブルス3 位決定戦／  
混合ダブルス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。

テニス 有明テニスの森 （センター
コート） 2021-08-01 12:00 20:00

男子シングルス決勝戦／  
男子シングルス表彰式／ 
女子ダブルス決勝戦／  
女子ダブルス表彰式／  
混合ダブルス決勝戦／ 
混合ダブルス表彰式 
※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。

トライアスロン お台場海浜公園 2021-07-26 06:30 09:00 男子／  
男子表彰式

トライアスロン お台場海浜公園 2021-07-27 06:30 09:05 女子／  
女子表彰式

トライアスロン お台場海浜公園 2021-07-31 07:30 09:25 混合リレー／  
混合リレー表彰式

トランポリン 有明体操競技場 2021-07-30 13:00 15:30
女子予選／  
女子決勝／ 
女子表彰式

トランポリン 有明体操競技場 2021-07-31 13:00 15:30
男子予選／  
男子決勝／ 
男子表彰式

バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-07-25 10:00 12:00 男子予選ラウンド - グループA イラン・イスラム共和国 vs チェコ共和
国

バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-07-25 13:40 15:40 男子予選ラウンド - グループB ドイツ vs イタリア
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-07-25 17:20 19:20 男子予選ラウンド - グループB オーストラリア vs ナイジェリア
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-07-25 21:00 23:00 男子予選ラウンド - グループA フランス vs アメリカ合衆国
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-07-26 10:00 12:00 女子予選ラウンド - グループA 大韓民国 vs スペイン
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-07-26 13:40 15:40 男子予選ラウンド - グループC アルゼンチン vs スロベニア
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-07-26 17:20 19:20 女子予選ラウンド - グループA セルビア vs カナダ
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-07-26 21:00 23:00 男子予選ラウンド - グループC 日本 vs スペイン
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-07-27 10:00 12:00 女子予選ラウンド - グループB 日本 vs フランス
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-07-27 13:40 15:40 女子予選ラウンド - グループB ナイジェリア vs アメリカ合衆国
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-07-27 17:20 19:20 女子予選ラウンド - グループC オーストラリア vs ベルギー
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-07-27 21:00 23:00 女子予選ラウンド - グループC プエルトリコ vs 中国
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-07-28 10:00 12:00 男子予選ラウンド - グループB ナイジェリア vs ドイツ

バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-07-28 13:40 15:40 男子予選ラウンド - グループA アメリカ合衆国 vs イラン・イスラム共
和国

バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-07-28 17:20 19:20 男子予選ラウンド - グループB イタリア vs オーストラリア
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-07-28 21:00 23:00 男子予選ラウンド - グループA チェコ共和国 vs フランス
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-07-29 10:00 12:00 女子予選ラウンド - グループA カナダ vs 大韓民国
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-07-29 13:40 15:40 男子予選ラウンド - グループC スロベニア vs 日本
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-07-29 17:20 19:20 女子予選ラウンド - グループA スペイン vs セルビア
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-07-29 21:00 23:00 男子予選ラウンド - グループC スペイン vs アルゼンチン
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-07-30 10:00 12:00 女子予選ラウンド - グループC ベルギー vs プエルトリコ
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-07-30 13:40 15:40 女子予選ラウンド - グループB アメリカ合衆国 vs 日本
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-07-30 17:20 19:20 女子予選ラウンド - グループB フランス vs ナイジェリア
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-07-30 21:00 23:00 女子予選ラウンド - グループC 中国 vs オーストラリア
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-07-31 10:00 12:00 男子予選ラウンド - グループA イラン・イスラム共和国 vs フランス
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-07-31 13:40 15:40 男子予選ラウンド - グループB イタリア vs ナイジェリア
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-07-31 17:20 19:20 男子予選ラウンド - グループB オーストラリア vs ドイツ
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-07-31 21:00 23:00 男子予選ラウンド - グループA アメリカ合衆国 vs チェコ共和国
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-08-01 10:00 12:00 女子予選ラウンド - グループA カナダ vs スペイン
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-08-01 13:40 15:40 男子予選ラウンド - グループC アルゼンチン vs 日本
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-08-01 17:20 19:20 男子予選ラウンド - グループC スペイン vs スロベニア
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-08-01 21:00 23:00 女子予選ラウンド - グループA 大韓民国 vs セルビア
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バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-08-02 10:00 12:00 女子予選ラウンド - グループB ナイジェリア vs 日本
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-08-02 13:40 15:40 女子予選ラウンド - グループB フランス vs アメリカ合衆国
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-08-02 17:20 19:20 女子予選ラウンド - グループC 中国 vs ベルギー
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-08-02 21:00 23:00 女子予選ラウンド - グループC オーストラリア vs プエルトリコ
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-08-03 10:00 12:00 男子準々決勝
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-08-03 13:40 15:40 男子準々決勝
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-08-03 17:20 19:20 男子準々決勝
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-08-03 21:00 23:00 男子準々決勝
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-08-04 10:00 12:00 女子準々決勝
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-08-04 13:40 15:40 女子準々決勝
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-08-04 17:20 19:20 女子準々決勝
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-08-04 21:00 23:00 女子準々決勝
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-08-05 13:15 15:15 男子準決勝
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-08-05 20:00 22:00 男子準決勝
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-08-06 13:40 15:40 女子準決勝
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-08-06 20:00 22:00 女子準決勝
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-08-07 11:30 13:30 男子決勝戦
バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-08-07 16:00 18:00 女子 3 位決定戦

バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-08-07 20:00 22:30 男子 3 位決定戦／  
男子表彰式

バスケットボール さいたまスーパーアリーナ 2021-08-08 11:30 14:00 女子決勝戦／  
女子表彰式

バドミントン 武蔵野の森総合スポーツプラ
ザ 2021-07-24 09:00 14:30

男子シングルス予選ラウンド／  
女子シングルス予選ラウンド／  
男子ダブルス予選ラウンド／  
女子ダブルス予選ラウンド／  
混合ダブルス予選ラウンド

バドミントン 武蔵野の森総合スポーツプラ
ザ 2021-07-24 18:00 22:00

男子シングルス予選ラウンド／  
女子シングルス予選ラウンド／  
男子ダブルス予選ラウンド／  
女子ダブルス予選ラウンド／  
混合ダブルス予選ラウンド

バドミントン 武蔵野の森総合スポーツプラ
ザ 2021-07-25 10:00 15:30

男子シングルス予選ラウンド／  
女子シングルス予選ラウンド／  
男子ダブルス予選ラウンド／  
女子ダブルス予選ラウンド／  
混合ダブルス予選ラウンド

バドミントン 武蔵野の森総合スポーツプラ
ザ 2021-07-25 18:00 21:30

男子シングルス予選ラウンド／  
女子シングルス予選ラウンド／  
男子ダブルス予選ラウンド／  
女子ダブルス予選ラウンド／  
混合ダブルス予選ラウンド

バドミントン 武蔵野の森総合スポーツプラ
ザ 2021-07-26 10:00 15:30

男子シングルス予選ラウンド／  
女子シングルス予選ラウンド／  
男子ダブルス予選ラウンド／  
女子ダブルス予選ラウンド／  
混合ダブルス予選ラウンド

バドミントン 武蔵野の森総合スポーツプラ
ザ 2021-07-26 18:00 21:30

男子シングルス予選ラウンド／  
女子シングルス予選ラウンド／  
男子ダブルス予選ラウンド／  
女子ダブルス予選ラウンド／  
混合ダブルス予選ラウンド

バドミントン 武蔵野の森総合スポーツプラ
ザ 2021-07-27 10:00 15:30

男子シングルス予選ラウンド／  
女子シングルス予選ラウンド／  
男子ダブルス予選ラウンド／  
女子ダブルス予選ラウンド

バドミントン 武蔵野の森総合スポーツプラ
ザ 2021-07-27 18:00 21:30

男子シングルス予選ラウンド／  
女子シングルス予選ラウンド／  
男子ダブルス予選ラウンド／  
女子ダブルス予選ラウンド

バドミントン 武蔵野の森総合スポーツプラ
ザ 2021-07-28 09:00 14:30 女子シングルス予選ラウンド／  

混合ダブルス準々決勝

バドミントン 武蔵野の森総合スポーツプラ
ザ 2021-07-28 18:00 21:30 男子シングルス予選ラウンド

バドミントン 武蔵野の森総合スポーツプラ
ザ 2021-07-29 09:00 15:30

混合ダブルス準決勝／  
男子ダブルス準々決勝／  
女子シングルス1 回戦

バドミントン 武蔵野の森総合スポーツプラ
ザ 2021-07-29 17:00 22:00 男子シングルス1 回戦／  

女子ダブルス準々決勝

バドミントン 武蔵野の森総合スポーツプラ
ザ 2021-07-30 09:00 12:30 女子シングルス準々決勝／  

混合ダブルス3 位決定戦
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バドミントン 武蔵野の森総合スポーツプラ
ザ 2021-07-30 15:30 21:30

混合ダブルス決勝戦／  
混合ダブルス表彰式／  
女子シングルス準々決勝／  
男子ダブルス準決勝

バドミントン 武蔵野の森総合スポーツプラ
ザ 2021-07-31 09:00 16:00 男子シングルス準々決勝／  

女子ダブルス準決勝

バドミントン 武蔵野の森総合スポーツプラ
ザ 2021-07-31 18:00 23:00

女子シングルス準決勝／  
男子ダブルス3 位決定戦／  
男子ダブルス決勝戦／  
男子ダブルス表彰式

バドミントン 武蔵野の森総合スポーツプラ
ザ 2021-08-01 13:00 16:00 男子シングルス準決勝

バドミントン 武蔵野の森総合スポーツプラ
ザ 2021-08-01 20:30 23:00

女子シングルス3 位決定戦／  
女子シングルス決勝戦／  
女子シングルス表彰式

バドミントン 武蔵野の森総合スポーツプラ
ザ 2021-08-02 13:00 15:30

女子ダブルス3 位決定戦／  
女子ダブルス決勝戦／  
女子ダブルス表彰式

バドミントン 武蔵野の森総合スポーツプラ
ザ 2021-08-02 20:00 23:00

男子シングルス3 位決定戦／  
男子シングルス決勝戦／  
男子シングルス表彰式

バレーボール 有明アリーナ 2021-07-24 09:00 12:50 男子予選ラウンド - プールA イタリア vs カナダ／  
男子予選ラウンド - プールB ブラジル vs チュニジア

バレーボール 有明アリーナ 2021-07-24 14:20 18:10
男子予選ラウンド - プールB ROC* vs アルゼンチン／  
男子予選ラウンド - プールA 日本 vs ベネズエラ 
*IOC news story（ 英語 ）

バレーボール 有明アリーナ 2021-07-24 19:40 23:30 男子予選ラウンド - プールA ポーランド vs イラン／  
男子予選ラウンド - プールB アメリカ合衆国 vs フランス 

バレーボール 有明アリーナ 2021-07-25 09:00 12:50
女子予選ラウンド - プールB ROC* vs イタリア／  
女子予選ラウンド - プールB アメリカ合衆国 vs アルゼンチン 
*IOC news story（ 英語 ）

バレーボール 有明アリーナ 2021-07-25 14:20 18:10 女子予選ラウンド - プールA セルビア vs ドミニカ共和国／  
女子予選ラウンド - プールB 中華人民共和国 vs トルコ

バレーボール 有明アリーナ 2021-07-25 19:40 23:30 女子予選ラウンド - プールA 日本 vs ケニア／  
女子予選ラウンド - プールA ブラジル vs 大韓民国

バレーボール 有明アリーナ 2021-07-26 09:00 12:50
男子予選ラウンド - プールA イラン vs ベネズエラ／  
男子予選ラウンド - プールB アメリカ合衆国 vs ROC* 
*IOC news story（ 英語 ）

バレーボール 有明アリーナ 2021-07-26 14:20 18:10 男子予選ラウンド - プールA ポーランド vs イタリア／  
男子予選ラウンド - プールB フランス vs チュニジア

バレーボール 有明アリーナ 2021-07-26 19:40 23:30 男子予選ラウンド - プールA 日本 vs カナダ／  
男子予選ラウンド - プールB ブラジル vs アルゼンチン

バレーボール 有明アリーナ 2021-07-27 09:00 12:50
女子予選ラウンド - プールB ROC* vs アルゼンチン／  
女子予選ラウンド - プールB 中華人民共和国 vs アメリカ合衆国 
*IOC news story（ 英語 ）

バレーボール 有明アリーナ 2021-07-27 14:20 18:10 女子予選ラウンド - プールA 日本 vs セルビア／  
女子予選ラウンド - プールB イタリア vs トルコ

バレーボール 有明アリーナ 2021-07-27 19:40 23:30 女子予選ラウンド - プールA ブラジル vs ドミニカ共和国／  
女子予選ラウンド - プールA 大韓民国 vs ケニア

バレーボール 有明アリーナ 2021-07-28 09:00 12:50 男子予選ラウンド - プールA カナダ vs イラン／  
男子予選ラウンド - プールB アメリカ合衆国 vs チュニジア 

バレーボール 有明アリーナ 2021-07-28 14:20 18:10 男子予選ラウンド - プールB アルゼンチン vs フランス／  
男子予選ラウンド - プールA ポーランド vs ベネズエラ

バレーボール 有明アリーナ 2021-07-28 19:40 23:30
男子予選ラウンド - プールA 日本 vs イタリア／  
男子予選ラウンド - プールB ブラジル vs ROC* 
*IOC news story（ 英語 ）

バレーボール 有明アリーナ 2021-07-29 09:00 12:50 女子予選ラウンド - プールB イタリア vs アルゼンチン／  
女子予選ラウンド - プールA 大韓民国 vs ドミニカ共和国

バレーボール 有明アリーナ 2021-07-29 14:20 18:10
女子予選ラウンド - プールA セルビア vs ケニア／  
女子予選ラウンド - プールB 中華人民共和国 vs ROC* 
*IOC news story（ 英語 ）

バレーボール 有明アリーナ 2021-07-29 19:40 23:30 女子予選ラウンド - プールA 日本 vs ブラジル／  
女子予選ラウンド - プールB アメリカ合衆国 vs トルコ

バレーボール 有明アリーナ 2021-07-30 09:00 12:50 男子予選ラウンド - プールA カナダ vs ベネズエラ／  
男子予選ラウンド - プールB ブラジル vs アメリカ合衆国 

バレーボール 有明アリーナ 2021-07-30 14:20 18:10 男子予選ラウンド - プールA 日本 vs ポーランド／  
男子予選ラウンド - プールB アルゼンチン vs チュニジア

バレーボール 有明アリーナ 2021-07-30 19:40 23:30
男子予選ラウンド - プールA イタリア vs イラン／  
男子予選ラウンド - プールB ROC* vs フランス 
*IOC news story（ 英語 ）

バレーボール 有明アリーナ 2021-07-31 09:00 12:50
女子予選ラウンド - プールA ドミニカ共和国 vs ケニア／  
女子予選ラウンド - プールB アメリカ合衆国 vs ROC* 
*IOC news story（ 英語 ）

バレーボール 有明アリーナ 2021-07-31 14:20 18:10 女子予選ラウンド - プールB アルゼンチン vs トルコ／  
女子予選ラウンド - プールA セルビア vs ブラジル
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バレーボール 有明アリーナ 2021-07-31 19:40 23:30 女子予選ラウンド - プールA 日本 vs 大韓民国／  
女子予選ラウンド - プールB 中華人民共和国 vs イタリア

バレーボール 有明アリーナ 2021-08-01 09:00 12:50 男子予選ラウンド - プールA ポーランド vs カナダ／  
男子予選ラウンド - プールB ブラジル vs フランス 

バレーボール 有明アリーナ 2021-08-01 14:20 18:10
男子予選ラウンド - プールB ROC* vs チュニジア／  
男子予選ラウンド - プールA イタリア vs ベネズエラ 
*IOC news story（ 英語 ）

バレーボール 有明アリーナ 2021-08-01 19:40 23:30 男子予選ラウンド - プールA 日本 vs イラン／  
男子予選ラウンド - プールB アメリカ合衆国 vs アルゼンチン 

バレーボール 有明アリーナ 2021-08-02 09:00 12:50 女子予選ラウンド - プールA セルビア vs 大韓民国／  
女子予選ラウンド - プールB アメリカ合衆国 vs イタリア

バレーボール 有明アリーナ 2021-08-02 14:20 18:10
女子予選ラウンド - プールB ROC* vs トルコ／  
女子予選ラウンド - プールB 中華人民共和国 vs アルゼンチン 
*IOC news story（ 英語 ）

バレーボール 有明アリーナ 2021-08-02 19:40 23:30 女子予選ラウンド - プールA 日本 vs ドミニカ共和国／  
女子予選ラウンド - プールA ブラジル vs ケニア

バレーボール 有明アリーナ 2021-08-03 09:00 11:00 男子準々決勝
バレーボール 有明アリーナ 2021-08-03 13:00 15:00 男子準々決勝
バレーボール 有明アリーナ 2021-08-03 17:00 19:00 男子準々決勝
バレーボール 有明アリーナ 2021-08-03 21:30 23:30 男子準々決勝
バレーボール 有明アリーナ 2021-08-04 09:00 11:00 女子準々決勝
バレーボール 有明アリーナ 2021-08-04 13:00 15:00 女子準々決勝
バレーボール 有明アリーナ 2021-08-04 17:00 19:00 女子準々決勝
バレーボール 有明アリーナ 2021-08-04 21:30 23:30 女子準々決勝
バレーボール 有明アリーナ 2021-08-05 13:00 15:00 男子準決勝
バレーボール 有明アリーナ 2021-08-05 21:00 23:00 男子準決勝
バレーボール 有明アリーナ 2021-08-06 13:00 15:00 女子準決勝
バレーボール 有明アリーナ 2021-08-06 21:00 23:00 女子準決勝
バレーボール 有明アリーナ 2021-08-07 13:30 15:30 男子 3 位決定戦

バレーボール 有明アリーナ 2021-08-07 21:15 23:45 男子決勝戦／  
男子表彰式

バレーボール 有明アリーナ 2021-08-08 09:00 11:00 女子 3 位決定戦

バレーボール 有明アリーナ 2021-08-08 13:30 16:00 女子決勝戦／  
女子表彰式

ハンドボール 国立代々木競技場 2021-07-24 09:00 12:30 男子予選ラウンド - グループA ノルウェー vs ブラジル／  
男子予選ラウンド - グループA フランス vs アルゼンチン

ハンドボール 国立代々木競技場 2021-07-24 14:15 17:45 男子予選ラウンド - グループB スウェーデン vs バーレーン／  
男子予選ラウンド - グループA ドイツ vs スペイン

ハンドボール 国立代々木競技場 2021-07-24 19:30 23:00 男子予選ラウンド - グループB ポルトガル vs エジプト／  
男子予選ラウンド - グループB デンマーク vs 日本

ハンドボール 国立代々木競技場 2021-07-25 09:00 12:30
女子予選ラウンド - グループA オランダ vs 日本／  
女子予選ラウンド - グループB ROC* vs ブラジル 
*IOC news story（ 英語 ）

ハンドボール 国立代々木競技場 2021-07-25 14:15 17:45 女子予選ラウンド - グループA モンテネグロ vs アンゴラ／  
女子予選ラウンド - グループA ノルウェー vs 大韓民国

ハンドボール 国立代々木競技場 2021-07-25 19:30 23:00 女子予選ラウンド - グループB スペイン vs スウェーデン／  
女子予選ラウンド - グループB ハンガリー vs フランス

ハンドボール 国立代々木競技場 2021-07-26 09:00 12:30 男子予選ラウンド - グループA ブラジル vs フランス／  
男子予選ラウンド - グループA アルゼンチン vs ドイツ

ハンドボール 国立代々木競技場 2021-07-26 14:15 17:45 男子予選ラウンド - グループB エジプト vs デンマーク／  
男子予選ラウンド - グループA スペイン vs ノルウェー

ハンドボール 国立代々木競技場 2021-07-26 19:30 23:00 男子予選ラウンド - グループB バーレーン vs ポルトガル／  
男子予選ラウンド - グループB 日本 vs スウェーデン

ハンドボール 国立代々木競技場 2021-07-27 09:00 12:30 女子予選ラウンド - グループA 日本 vs モンテネグロ／  
女子予選ラウンド - グループB ブラジル vs ハンガリー

ハンドボール 国立代々木競技場 2021-07-27 14:15 17:45
女子予選ラウンド - グループB スウェーデン vs ROC* ／  
女子予選ラウンド - グループA 大韓民国 vs オランダ／  
*IOC news story（ 英語 ）

ハンドボール 国立代々木競技場 2021-07-27 19:30 23:00 女子予選ラウンド - グループA アンゴラ vs ノルウェー／  
女子予選ラウンド - グループB フランス vs スペイン

ハンドボール 国立代々木競技場 2021-07-28 09:00 12:30 男子予選ラウンド - グループB デンマーク vs バーレーン／  
男子予選ラウンド - グループB スウェーデン vs ポルトガル

ハンドボール 国立代々木競技場 2021-07-28 14:15 17:45 男子予選ラウンド - グループB 日本 vs エジプト／  
男子予選ラウンド - グループA ノルウェー vs アルゼンチン

ハンドボール 国立代々木競技場 2021-07-28 19:30 23:00 男子予選ラウンド - グループA ブラジル vs スペイン／  
男子予選ラウンド - グループA フランス vs ドイツ

ハンドボール 国立代々木競技場 2021-07-29 09:00 12:30 女子予選ラウンド - グループA オランダ vs アンゴラ／  
女子予選ラウンド - グループB スペイン vs ブラジル

ハンドボール 国立代々木競技場 2021-07-29 14:15 17:45 女子予選ラウンド - グループA 日本 vs 大韓民国／  
女子予選ラウンド - グループA モンテネグロ vs ノルウェー

ハンドボール 国立代々木競技場 2021-07-29 19:30 23:00
女子予選ラウンド - グループB ハンガリー vs ROC* ／  
女子予選ラウンド - グループB スウェーデン vs フランス 
*IOC news story（ 英語 ）
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ハンドボール 国立代々木競技場 2021-07-30 09:00 12:30 男子予選ラウンド - グループA アルゼンチン vs ブラジル／  
男子予選ラウンド - グループB バーレーン vs 日本

ハンドボール 国立代々木競技場 2021-07-30 14:15 17:45 男子予選ラウンド - グループA フランス vs スペイン／  
男子予選ラウンド - グループB スウェーデン vs エジプト

ハンドボール 国立代々木競技場 2021-07-30 19:30 23:00 男子予選ラウンド - グループB ポルトガル vs デンマーク／  
男子予選ラウンド - グループA ドイツ vs ノルウェー

ハンドボール 国立代々木競技場 2021-07-31 09:00 12:30 女子予選ラウンド - グループA アンゴラ vs 日本／  
女子予選ラウンド - グループA モンテネグロ vs 大韓民国

ハンドボール 国立代々木競技場 2021-07-31 14:15 17:45
女子予選ラウンド - グループB ROC* vs フランス／  
女子予選ラウンド - グループB ブラジル vs スウェーデン 
*IOC news story（ 英語 ）

ハンドボール 国立代々木競技場 2021-07-31 19:30 23:00 女子予選ラウンド - グループB ハンガリー vs スペイン／  
女子予選ラウンド - グループA ノルウェー vs オランダ

ハンドボール 国立代々木競技場 2021-08-01 09:00 12:30 男子予選ラウンド - グループB ポルトガル vs 日本／  
男子予選ラウンド - グループB エジプト vs バーレーン

ハンドボール 国立代々木競技場 2021-08-01 14:15 17:45 男子予選ラウンド - グループA スペイン vs アルゼンチン／  
男子予選ラウンド - グループA ノルウェー vs フランス

ハンドボール 国立代々木競技場 2021-08-01 19:30 23:00 男子予選ラウンド - グループA ドイツ vs ブラジル／  
男子予選ラウンド - グループB デンマーク vs スウェーデン

ハンドボール 国立代々木競技場 2021-08-02 09:00 12:30 女子予選ラウンド - グループA 大韓民国 vs アンゴラ／  
女子予選ラウンド - グループB フランス vs ブラジル

ハンドボール 国立代々木競技場 2021-08-02 14:15 17:45
女子予選ラウンド - グループB スペイン vs ROC* ／  
女子予選ラウンド - グループB ハンガリー vs スウェーデン 
*IOC news story（ 英語 ）

ハンドボール 国立代々木競技場 2021-08-02 19:30 23:00 女子予選ラウンド - グループA オランダ vs モンテネグロ／  
女子予選ラウンド - グループA ノルウェー vs 日本

ハンドボール 国立代々木競技場 2021-08-03 09:30 11:30 男子準々決勝
ハンドボール 国立代々木競技場 2021-08-03 13:15 15:15 男子準々決勝
ハンドボール 国立代々木競技場 2021-08-03 17:00 19:00 男子準々決勝
ハンドボール 国立代々木競技場 2021-08-03 20:45 22:45 男子準々決勝
ハンドボール 国立代々木競技場 2021-08-04 09:30 11:30 女子準々決勝
ハンドボール 国立代々木競技場 2021-08-04 13:15 15:15 女子準々決勝
ハンドボール 国立代々木競技場 2021-08-04 17:00 19:00 女子準々決勝
ハンドボール 国立代々木競技場 2021-08-04 20:45 22:45 女子準々決勝
ハンドボール 国立代々木競技場 2021-08-05 17:00 19:00 男子準決勝
ハンドボール 国立代々木競技場 2021-08-05 21:00 23:00 男子準決勝
ハンドボール 国立代々木競技場 2021-08-06 17:00 19:00 女子準決勝
ハンドボール 国立代々木競技場 2021-08-06 21:00 23:00 女子準決勝
ハンドボール 国立代々木競技場 2021-08-07 17:00 19:00 男子 3 位決定戦

ハンドボール 国立代々木競技場 2021-08-07 21:00 23:30 男子決勝戦／  
男子表彰式

ハンドボール 国立代々木競技場 2021-08-08 11:00 13:00 女子 3 位決定戦

ハンドボール 国立代々木競技場 2021-08-08 15:00 17:30 女子決勝戦／  
女子表彰式

ビーチバレーボール 潮風公園 2021-07-24 09:00 12:50 男子及び女子予選ラウンド（ 4 試合 ）
ビーチバレーボール 潮風公園 2021-07-24 15:00 17:50 男子及び女子予選ラウンド（ 3 試合 ）
ビーチバレーボール 潮風公園 2021-07-24 20:00 22:50 男子及び女子予選ラウンド（ 3 試合 ）
ビーチバレーボール 潮風公園 2021-07-25 09:00 12:50 男子及び女子予選ラウンド（ 4 試合 ）
ビーチバレーボール 潮風公園 2021-07-25 15:00 17:50 男子及び女子予選ラウンド（ 3 試合 ）
ビーチバレーボール 潮風公園 2021-07-25 20:00 22:50 男子及び女子予選ラウンド（ 3 試合 ）
ビーチバレーボール 潮風公園 2021-07-26 09:00 12:50 男子及び女子予選ラウンド（ 4 試合 ）
ビーチバレーボール 潮風公園 2021-07-26 15:00 17:50 男子及び女子予選ラウンド（ 3 試合 ）
ビーチバレーボール 潮風公園 2021-07-26 20:00 22:50 男子及び女子予選ラウンド（ 3 試合 ）
ビーチバレーボール 潮風公園 2021-07-27 09:00 12:50 男子及び女子予選ラウンド（ 4 試合 ）
ビーチバレーボール 潮風公園 2021-07-27 15:00 17:50 男子及び女子予選ラウンド（ 3 試合 ）
ビーチバレーボール 潮風公園 2021-07-27 20:00 22:50 男子及び女子予選ラウンド（ 3 試合 ）
ビーチバレーボール 潮風公園 2021-07-28 09:00 11:50 男子及び女子予選ラウンド（ 3 試合 ）
ビーチバレーボール 潮風公園 2021-07-28 15:00 17:50 男子及び女子予選ラウンド（ 3 試合 ）
ビーチバレーボール 潮風公園 2021-07-28 20:00 22:50 男子及び女子予選ラウンド（ 3 試合 ）
ビーチバレーボール 潮風公園 2021-07-29 09:00 11:50 男子及び女子予選ラウンド（ 3 試合 ）
ビーチバレーボール 潮風公園 2021-07-29 15:00 17:50 男子及び女子予選ラウンド（ 3 試合 ）
ビーチバレーボール 潮風公園 2021-07-29 20:00 22:50 男子及び女子予選ラウンド（ 3 試合 ）
ビーチバレーボール 潮風公園 2021-07-30 09:00 11:50 男子及び女子予選ラウンド（ 3 試合 ）
ビーチバレーボール 潮風公園 2021-07-30 15:00 17:50 男子及び女子予選ラウンド（ 3 試合 ）
ビーチバレーボール 潮風公園 2021-07-30 20:00 22:50 男子及び女子予選ラウンド（ 3 試合 ）
ビーチバレーボール 潮風公園 2021-07-31 09:00 11:50 男子及び女子予選ラウンド（ 3 試合 ）

ビーチバレーボール 潮風公園 2021-07-31 15:00 17:50 男子予選ラウンド（ 2 試合 ）／  
男子または女子敗者復活戦（ 1 試合 ）

ビーチバレーボール 潮風公園 2021-07-31 20:00 22:50 男子または女子敗者復活戦（ 3 試合 ）
ビーチバレーボール 潮風公園 2021-08-01 09:00 10:50 男子または女子決勝トーナメント（ 2 試合 ）
ビーチバレーボール 潮風公園 2021-08-01 13:00 14:50 男子または女子決勝トーナメント（ 2 試合 ）
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ビーチバレーボール 潮風公園 2021-08-01 17:00 18:50 男子または女子決勝トーナメント（ 2 試合 ）
ビーチバレーボール 潮風公園 2021-08-01 21:00 22:50 男子または女子決勝トーナメント（ 2 試合 ）
ビーチバレーボール 潮風公園 2021-08-02 09:00 10:50 男子または女子決勝トーナメント（ 2 試合 ）
ビーチバレーボール 潮風公園 2021-08-02 13:00 14:50 男子または女子決勝トーナメント（ 2 試合 ）
ビーチバレーボール 潮風公園 2021-08-02 17:00 18:50 男子または女子決勝トーナメント（ 2 試合 ）
ビーチバレーボール 潮風公園 2021-08-02 21:00 22:50 男子または女子決勝トーナメント（ 2 試合 ）
ビーチバレーボール 潮風公園 2021-08-03 09:00 10:50 女子準々決勝（ 2 試合 ）
ビーチバレーボール 潮風公園 2021-08-03 21:00 22:50 女子準々決勝（ 2 試合 ）
ビーチバレーボール 潮風公園 2021-08-04 09:00 10:50 男子準々決勝（ 2 試合 ）
ビーチバレーボール 潮風公園 2021-08-04 21:00 22:50 男子準々決勝（ 2 試合 ）
ビーチバレーボール 潮風公園 2021-08-05 09:00 10:50 男子または女子準決勝（ 2 試合 ）
ビーチバレーボール 潮風公園 2021-08-05 21:00 22:50 男子または女子準決勝（ 2 試合 ）

ビーチバレーボール 潮風公園 2021-08-06 10:00 12:50
女子 3 位決定戦／  
女子決勝／  
女子表彰式

ビーチバレーボール 潮風公園 2021-08-07 10:00 12:50
男子 3 位決定戦／  
男子決勝／  
男子表彰式

フェンシング 幕張メッセ　Bホール 2021-07-24 09:00 16:20

女子エペ個人 T64 ／  
男子サーブル個人 T64 ／  
女子エペ個人 T32 ／  
男子サーブル個人 T32 ／  
女子エペ個人 T16 ／  
男子サーブル個人 T16 ／  
女子エペ個人準々決勝／  
男子サーブル個人準々決勝

フェンシング 幕張メッセ　Bホール 2021-07-24 18:00 22:10

女子エペ個人準決勝／  
男子サーブル個人準決勝／  
女子エペ個人 3 位決定戦／  
男子サーブル個人 3 位決定戦／  
女子エペ個人決勝／  
男子サーブル個人決勝／  
女子エペ個人表彰式／  
男子サーブル個人表彰式

フェンシング 幕張メッセ　Bホール 2021-07-25 09:00 16:20

女子フルーレ個人 T64 ／  
男子エペ個人 T64 ／  
女子フルーレ個人 T32 ／  
男子エペ個人 T32 ／  
女子フルーレ個人 T16 ／  
男子エペ個人 T16 ／  
女子フルーレ個人準々決勝／  
男子エペ個人準々決勝

フェンシング 幕張メッセ　Bホール 2021-07-25 18:00 22:10

女子フルーレ個人準決勝／  
男子エペ個人準決勝／  
女子フルーレ個人 3 位決定戦／  
男子エペ個人 3 位決定戦／  
女子フルーレ個人決勝／  
男子エペ個人決勝／  
女子フルーレ個人表彰式／  
男子エペ個人表彰式

フェンシング 幕張メッセ　Bホール 2021-07-26 09:00 16:20

女子サーブル個人 T64 ／  
男子フルーレ個人 T64 ／  
女子サーブル個人 T32 ／  
男子フルーレ個人 T32 ／  
女子サーブル個人 T16 ／  
男子フルーレ個人 T16 ／  
女子サーブル個人準々決勝／  
男子フルーレ個人準々決勝

フェンシング 幕張メッセ　Bホール 2021-07-26 18:00 22:10

女子サーブル個人準決勝／  
男子フルーレ個人準決勝／  
女子サーブル個人 3 位決定戦／  
男子フルーレ個人 3 位決定戦／  
女子サーブル個人決勝／  
男子フルーレ個人決勝／  
女子サーブル個人表彰式／  
男子フルーレ個人表彰式

フェンシング 幕張メッセ　Bホール 2021-07-27 11:25 15:20

女子エペ団体準々決勝／  
女子エペ団体 5-8 位決定戦／  
女子エペ団体準決勝／  
女子エペ団体 5-6 位決定戦／  
女子エペ団体 7-8 位決定戦

フェンシング 幕張メッセ　Bホール 2021-07-27 18:30 20:40
女子エペ団体 3 位決定戦／  
女子エペ団体決勝／  
女子エペ団体表彰式
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フェンシング 幕張メッセ　Bホール 2021-07-28 10:00 15:20

男子サーブル団体 T16 ／  
男子サーブル団体準々決勝／  
男子サーブル団体 5-8 位決定戦／  
男子サーブル団体準決勝／  
男子サーブル団体 5-6 位決定戦／  
男子サーブル団体 7-8 位決定戦

フェンシング 幕張メッセ　Bホール 2021-07-28 18:30 20:40
男子サーブル団体 3 位決定戦／  
男子サーブル団体決勝／  
男子サーブル団体表彰式

フェンシング 幕張メッセ　Bホール 2021-07-29 10:50 16:25

女子フルーレ団体準々決勝／  
女子フルーレ団体 5-8 位決定戦／  
女子フルーレ団体準決勝／  
女子フルーレ団体 5-6 位決定戦／  
女子フルーレ団体 7-8 位決定戦

フェンシング 幕張メッセ　Bホール 2021-07-29 18:30 21:30
女子フルーレ団体 3 位決定戦／  
女子フルーレ団体決勝／  
女子フルーレ団体表彰式

フェンシング 幕張メッセ　Bホール 2021-07-30 10:00 15:20

男子エペ団体 T16 ／  
男子エペ団体準々決勝／  
男子エペ団体 5-8 位決定戦／  
男子エペ団体準決勝／  
男子エペ団体 5-6 位決定戦／  
男子エペ団体 7-8 位決定戦

フェンシング 幕張メッセ　Bホール 2021-07-30 18:30 20:40
男子エペ団体 3 位決定戦／  
男子エペ団体決勝／  
男子エペ団体表彰式

フェンシング 幕張メッセ　Bホール 2021-07-31 10:00 15:20

女子サーブル団体 T16 ／  
女子サーブル団体準々決勝／  
女子サーブル団体 5-8 位決定戦／  
女子サーブル団体準決勝／  
女子サーブル団体 5-6 位決定戦／  
女子サーブル団体 7-8 位決定戦

フェンシング 幕張メッセ　Bホール 2021-07-31 18:30 20:40
女子サーブル団体 3 位決定戦／  
女子サーブル団体決勝／  
女子サーブル団体表彰式

フェンシング 幕張メッセ　Bホール 2021-08-01 09:00 16:00

男子フルーレ団体 T16 ／  
男子フルーレ団体準々決勝／  
男子フルーレ団体 5-8 位決定戦／  
男子フルーレ団体準決勝／  
男子フルーレ団体 5-6 位決定戦／  
男子フルーレ団体 7-8 位決定戦

フェンシング 幕張メッセ　Bホール 2021-08-01 18:30 21:20
男子フルーレ団体 3 位決定戦／  
男子フルーレ団体決勝／  
男子フルーレ団体表彰式

ボート 海の森水上競技場 2021-07-23 08:30 12:10

男子シングルスカル予選／  
女子シングルスカル予選／  
男子ダブルスカル予選／  
女子ダブルスカル予選／  
男子クオドルプルスカル予選／  
女子クオドルプルスカル予選

ボート 海の森水上競技場 2021-07-24 08:30 12:30

女子シングルスカル敗者復活戦／  
男子シングルスカル敗者復活戦／  
女子ダブルスカル敗者復活戦／  
男子ダブルスカル敗者復活戦／  
女子ペア予選／  
男子ペア予選／  
女子軽量級ダブルスカル予選／  
男子軽量級ダブルスカル予選／  
女子フォア予選／  
男子フォア予選

ボート 海の森水上競技場 2021-07-25 09:00 11:40

男子シングルスカル準決勝 E/F ／  
女子シングルスカル準決勝 E/F ／  
男子ペア敗者復活戦／  
女子ペア敗者復活戦／  
男子軽量級ダブルスカル敗者復活戦／  
女子軽量級ダブルスカル敗者復活戦／  
男子クオドルプルスカル敗者復活戦／  
女子クオドルプルスカル敗者復活戦／  
男子エイト予選／  
女子エイト予選

ボート 海の森水上競技場 2021-07-26 09:00 11:20

女子シングルスカル準々決勝／  
男子シングルスカル準々決勝／  
女子ダブルスカル準決勝／  
男子ダブルスカル準決勝／  
女子フォア敗者復活戦／  
男子フォア敗者復活戦
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ボート 海の森水上競技場 2021-07-27 08:30 12:00

男子シングルスカル準決勝 C/D ／  
女子シングルスカル準決勝 C/D ／  
男子軽量級ダブルスカル決勝 C ／  
女子軽量級ダブルスカル決勝 C ／  
男子クオドルプルスカル決勝 B ／  
女子クオドルプルスカル決勝 B ／  
男子クオドルプルスカル決勝 A ／  
女子クオドルプルスカル決勝 A ／  
男子クオドルプルスカル表彰式／ 
男子ペア準決勝 A/B ／  
女子クオドルプルスカル表彰式／ 
女子ペア準決勝 A/B ／  
男子軽量級ダブルスカル準決勝 A/B ／  
女子軽量級ダブルスカル準決勝 A/B

ボート 海の森水上競技場 2021-07-28 08:30 11:40

女子ダブルスカル決勝 B ／  
男子ダブルスカル決勝 B ／  
女子フォア決勝 B ／  
男子フォア決勝 B ／  
女子ダブルスカル決勝 A ／  
男子ダブルスカル決勝 A ／  
女子ダブルスカル表彰式／  
女子フォア決勝 A ／  
男子ダブルスカル表彰式／  
男子フォア決勝 A ／  
女子フォア表彰式／  
女子エイト敗者復活戦／  
男子フォア表彰式／ 
男子エイト敗者復活戦／  
女子シングルスカル準決勝 A/B ／  
男子シングルスカル準決勝 A/B

ボート 海の森水上競技場 2021-07-29 08:30 11:50

男子シングルスカル決勝 F ／  
女子シングルスカル決勝 F ／  
男子シングルスカル決勝 E ／  
女子シングルスカル決勝 E ／  
男子ペア決勝 A ／  
女子ペア決勝 A ／  
男子ペア表彰式／  
男子軽量級ダブルスカル決勝 A ／  
女子ペア表彰式／  
女子軽量級ダブルスカル決勝 A ／  
男子軽量級ダブルスカル表彰式／  
男子ペア決勝 B ／  
女子軽量級ダブルスカル表彰式／  
女子ペア決勝 B ／  
男子軽量級ダブルスカル決勝 B ／  
女子軽量級ダブルスカル決勝 B ／  
女子シングルスカル決勝 D ／  
男子シングルスカル決勝 D

ボート 海の森水上競技場 2021-07-30 08:45 10:55

女子シングルスカル決勝 C ／  
男子シングルスカル決勝 C ／  
女子シングルスカル決勝 B ／  
男子シングルスカル決勝 B ／  
女子シングルスカル決勝 A ／  
男子シングルスカル決勝 A ／  
女子シングルスカル表彰式／  
女子エイト決勝 A ／  
男子シングルスカル表彰式／  
男子エイト決勝 A ／  
女子エイト表彰式／  
男子エイト表彰式

ボクシング 国技館 2021-07-24 11:00 14:30

女子フェザー級（ 54-57kg ） - 予選 - ラウンド32 ／ 
女子ウェルター級（ 64-69kg ） - 予選 - ラウンド32 ／ 
男子フェザー級（ 52-57kg ） - 予選 - ラウンド32 ／ 
男子ウェルター級（ 63-69kg ） - 予選 - ラウンド32 ／ 
男子ヘビー級（ 81-91kg ） - 予選 - ラウンド32

ボクシング 国技館 2021-07-24 17:00 20:30

女子フェザー級（ 54-57kg ） - 予選 - ラウンド32 ／ 
男子フェザー級（ 52-57kg ） - 予選 - ラウンド32 ／ 
男子ウェルター級（ 63-69kg ） - 予選 - ラウンド32 ／ 
男子スーパーヘビー級（ 91kg 超 ） - 予選 -  ラウンド32

ボクシング 国技館 2021-07-25 11:00 14:45

女子フライ級（ 48-51kg ） - 予選 - ラウンド32 ／ 
女子ミドル級（ 69-75kg ） - 予選 - ラウンド32 ／ 
男子ライト級（ 57-63kg ） - 予選 - ラウンド32 ／ 
男子ライトヘビー級（ 75-81kg ） - 予選 - ラウンド32

ボクシング 国技館 2021-07-25 17:00 21:00
女子フライ級（ 48-51kg ） - 予選 - ラウンド32 ／ 
男子ライト級（ 57-63kg ） - 予選 - ラウンド32 ／ 
男子ライトヘビー級（ 75-81kg ） - 予選 - ラウンド32
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ボクシング 国技館 2021-07-26 11:00 14:45
男子フライ級（ 48-52kg ） - 予選 - ラウンド32 ／ 
男子ミドル級（ 69-75kg ） - 予選 - ラウンド32 ／ 
女子フェザー級（ 54-57kg ） - 予選 - ラウンド16

ボクシング 国技館 2021-07-26 17:00 21:00
男子フライ級（ 48-52kg ） - 予選 - ラウンド32 ／ 
男子ミドル級（ 69-75kg ） - 予選 - ラウンド32 ／ 
女子フェザー級（ 54-57kg ） - 予選 - ラウンド16

ボクシング 国技館 2021-07-27 11:00 14:45

男子ウェルター級（ 63-69kg ） - 予選 - ラウンド16 ／ 
男子ヘビー級（ 81-91kg ） - 予選 - ラウンド16 ／ 
女子ライト級（ 57-60kg ） - 予選 - ラウンド32 ／ 
女子ウェルター級（ 64-69kg ） - 予選 - ラウンド16

ボクシング 国技館 2021-07-27 17:00 20:45

男子ウェルター級（ 63-69kg ） - 予選 - ラウンド16 ／ 
男子ヘビー級（ 81-91kg ） - 予選 - ラウンド16 ／ 
女子ライト級（ 57-60kg ） - 予選 - ラウンド32 ／ 
女子ウェルター級（ 64-69kg ） - 予選 - ラウンド16

ボクシング 国技館 2021-07-28 11:00 14:45

女子フェザー級（ 54-57kg ） 準々決勝／ 
女子ミドル級（ 69-75kg ） - 予選 - ラウンド16 ／ 
男子フェザー級（ 52-57kg ） - 予選 - ラウンド16 ／ 
男子ライトヘビー級（ 75-81kg ） - 予選 - ラウンド16

ボクシング 国技館 2021-07-28 17:00 20:45

女子フェザー級（ 54-57kg ） 準々決勝／ 
女子ミドル級（ 69-75kg ） - 予選 - ラウンド16 ／ 
男子フェザー級（ 52-57kg ） - 予選 - ラウンド16 ／ 
男子ライトヘビー級（ 75-81kg ） - 予選 - ラウンド16

ボクシング 国技館 2021-07-29 11:00 14:10
男子ミドル級（ 69-75kg ） - 予選 - ラウンド16 ／ 
男子スーパーヘビー級（ 91kg 超 ） - 予選 - ラウンド16 ／ 
女子フライ級（ 48-51kg ） - 予選 - ラウンド16

ボクシング 国技館 2021-07-29 17:00 20:10
男子ミドル級（ 69-75kg ） - 予選 - ラウンド16 ／ 
男子スーパーヘビー級（ 91kg 超 ） - 予選 - ラウンド16 ／ 
女子フライ級（ 48-51kg ） - 予選 - ラウンド16

ボクシング 国技館 2021-07-30 11:00 14:10

女子ライト級（ 57-60kg ） - 予選 - ラウンド16 ／ 
女子ウェルター級（ 64-69kg ）準々決勝／ 
男子ウェルター級（ 63-69kg ） 準々決勝／ 
男子ライトヘビー級（ 75-81kg ） 準々決勝／ 
男子ヘビー級（ 81-91kg ） 準々決勝

ボクシング 国技館 2021-07-30 17:00 20:10

女子ライト級（ 57-60kg ） - 予選 - ラウンド16 ／ 
女子ウェルター級（ 64-69kg ）準々決勝／ 
男子ウェルター級（ 63-69kg ） 準々決勝／ 
男子ライトヘビー級（ 75-81kg ） 準々決勝／ 
男子ヘビー級（ 81-91kg ） 準々決勝

ボクシング 国技館 2021-07-31 11:00 13:55

男子フライ級（ 48-52kg ） - 予選 - ラウンド16 ／ 
男子ライト級（ 57-63kg ） - 予選 - ラウンド16 ／ 
女子ミドル級（ 69-75kg ） 準々決勝／ 
女子フェザー級（ 54-57kg ）準決勝

ボクシング 国技館 2021-07-31 17:00 19:55

男子フライ級（ 48-52kg ） - 予選 - ラウンド16 ／ 
男子ライト級（ 57-63kg ） - 予選 - ラウンド16 ／ 
女子ミドル級（ 69-75kg ） 準々決勝／ 
女子フェザー級（ 54-57kg ）準決勝

ボクシング 国技館 2021-08-01 11:00 13:40

女子フライ級（ 48-51kg ） 準々決勝／ 
男子フェザー級（ 52-57kg ） 準々決勝／ 
男子ウェルター級（ 63-69kg ） 準決勝／ 
男子ミドル級（ 69-75kg ） 準々決勝／ 
男子ライトヘビー級（ 75-81kg ） 準決勝／ 
男子スーパーヘビー級（ 91kg 超 ） 準々決勝

ボクシング 国技館 2021-08-01 17:00 19:40

女子フライ級（ 48-51kg ） 準々決勝／ 
男子フェザー級（ 52-57kg ） 準々決勝／ 
男子ウェルター級（ 63-69kg ） 準決勝／ 
男子ミドル級（ 69-75kg ） 準々決勝／ 
男子ライトヘビー級（ 75-81kg ） 準決勝／ 
男子スーパーヘビー級（ 91kg 超 ） 準々決勝

ボクシング 国技館 2021-08-03 11:00 13:40

男子フライ級（ 48-52kg ） 準々決勝／ 
男子フェザー級（ 52-57kg ） 準決勝／ 
男子ライト級（ 57-63kg ） 準々決勝／ 
男子ヘビー級（ 81-91kg ） 準決勝／ 
女子ライト級（ 57-60kg ） 準々決勝／ 
女子フェザー級（ 54-57kg ）決勝／ 
女子フェザー級（ 54-57kg ）表彰式

ボクシング 国技館 2021-08-03 17:00 19:40

女子ライト級（ 57-60kg ） 準々決勝／ 
男子フライ級（ 48-52kg ） 準々決勝／ 
男子フェザー級（ 52-57kg ） 準決勝／ 
男子ライト級（ 57-63kg ） 準々決勝／ 
男子ヘビー級（ 81-91kg ） 準決勝／ 
男子ウェルター級（ 63-69kg ） 決勝／ 
男子ウェルター級（ 63-69kg ） 表彰式



107 

競技（ 種別 ） 会場 日程 開始時間 終了時間

ボクシング 国技館 2021-08-04 14:00 16:10

女子フライ級（ 48-51kg ） 準決勝／ 
女子ウェルター級（ 64-69kg ）準決勝／ 
男子スーパーヘビー級（ 91kg 超 ） 準決勝／ 
男子ライトヘビー級（ 75-81kg ） 決勝／ 
男子ライトヘビー級（ 75-81kg ） 表彰式

ボクシング 国技館 2021-08-05 14:00 16:10

女子ライト級（ 57-60kg ） 準決勝／ 
男子フライ級（ 48-52kg ） 準決勝／ 
男子ミドル級（ 69-75kg ） 準決勝／ 
男子フェザー級（ 52-57kg ） 決勝／ 
男子フェザー級（ 52-57kg ） 表彰式

ボクシング 国技館 2021-08-06 14:00 15:40

女子ミドル級（ 69-75kg ） 準決勝／ 
男子ライト級（ 57-63kg ） 準決勝／ 
男子ヘビー級（ 81-91kg ） 決勝／ 
男子ヘビー級（ 81-91kg ） 表彰式

ボクシング 国技館 2021-08-07 14:00 15:55

男子フライ級（ 48-52kg ） 決勝／ 
女子フライ級（ 48-51kg ） 決勝／ 
男子フライ級（ 48-52kg ） 表彰式／ 
男子ミドル級（ 69-75kg ） 決勝／ 
女子フライ級（ 48-51kg ） 表彰式／ 
女子ウェルター級（ 64-69kg ）決勝／ 
男子ミドル級（ 69-75kg ） 表彰式／ 
女子ウェルター級（ 64-69kg ）表彰式

ボクシング 国技館 2021-08-08 14:00 15:55

女子ライト級（ 57-60kg ） 決勝／ 
男子ライト級（ 57-63kg ） 決勝／ 
女子ライト級（ 57-60kg ） 表彰式／ 
女子ミドル級（ 69-75kg ） 決勝／ 
男子ライト級（ 57-63kg ） 表彰式／ 
男子スーパーヘビー級（ 91kg 超 ） 決勝／ 
女子ミドル級（ 69-75kg ） 表彰式／ 
男子スーパーヘビー級（ 91kg 超 ） 表彰式

ホッケー 大井ホッケー競技場 (ノース
ピッチ) 2021-07-24 09:30 13:15 男子予選ラウンド - プールA 日本 vs オーストラリア／  

男子予選ラウンド - プールB オランダ vs ベルギー

ホッケー 大井ホッケー競技場 (サウス
ピッチ) 2021-07-24 10:00 13:45 男子予選ラウンド - プールA ニュージーランド vs インド／  

男子予選ラウンド - プールA アルゼンチン vs スペイン

ホッケー 大井ホッケー競技場 (ノース
ピッチ) 2021-07-24 18:30 22:15 男子予選ラウンド - プールB 英国 vs 南アフリカ共和国／  

女子予選ラウンド - プールA オランダ vs インド

ホッケー 大井ホッケー競技場 (サウス
ピッチ) 2021-07-24 19:00 22:45 男子予選ラウンド - プールB カナダ vs ドイツ／  

女子予選ラウンド - プールA アイルランド vs 南アフリカ共和国

ホッケー 大井ホッケー競技場 (ノース
ピッチ) 2021-07-25 09:30 13:15 女子予選ラウンド - プールA 英国 vs ドイツ／  

女子予選ラウンド - プールB 日本 vs 中華人民共和国

ホッケー 大井ホッケー競技場 (サウス
ピッチ) 2021-07-25 10:00 13:45 女子予選ラウンド - プールB オーストラリア vs スペイン／  

女子予選ラウンド - プールB ニュージーランド vs アルゼンチン

ホッケー 大井ホッケー競技場 (ノース
ピッチ) 2021-07-25 18:30 22:15 男子予選ラウンド - プールA インド vs オーストラリア／  

男子予選ラウンド - プールA スペイン vs ニュージーランド

ホッケー 大井ホッケー競技場 (サウス
ピッチ) 2021-07-25 19:00 22:45 男子予選ラウンド - プールA 日本 vs アルゼンチン／  

男子予選ラウンド - プールB 南アフリカ共和国 vs オランダ

ホッケー 大井ホッケー競技場 (ノース
ピッチ) 2021-07-26 09:30 13:15 男子予選ラウンド - プールB ドイツ vs ベルギー／  

男子予選ラウンド - プールB 英国 vs カナダ

ホッケー 大井ホッケー競技場 (サウス
ピッチ) 2021-07-26 10:00 13:45 女子予選ラウンド - プールA オランダ vs アイルランド／  

女子予選ラウンド - プールB オーストラリア vs 中華人民共和国

ホッケー 大井ホッケー競技場 (ノース
ピッチ) 2021-07-26 18:30 22:15 女子予選ラウンド - プールA 南アフリカ共和国 vs 英国／  

女子予選ラウンド - プールB 日本 vs ニュージーランド  

ホッケー 大井ホッケー競技場 (サウス
ピッチ) 2021-07-26 19:00 22:45 女子予選ラウンド - プールB アルゼンチン vs スペイン／  

女子予選ラウンド - プールA ドイツ vs インド

ホッケー 大井ホッケー競技場 (ノース
ピッチ) 2021-07-27 09:30 13:15 男子予選ラウンド - プールA アルゼンチン vs オーストラリア／  

男子予選ラウンド - プールA 日本 vs ニュージーランド

ホッケー 大井ホッケー競技場 (サウス
ピッチ) 2021-07-27 10:00 13:45 男子予選ラウンド - プールA インド vs スペイン／  

男子予選ラウンド - プールB ドイツ vs 英国

ホッケー 大井ホッケー競技場 (ノース
ピッチ) 2021-07-27 18:30 22:15 男子予選ラウンド - プールB ベルギー vs 南アフリカ共和国／  

男子予選ラウンド - プールB オランダ vs カナダ

ホッケー 大井ホッケー競技場 (ノース
ピッチ) 2021-07-28 09:30 13:15 女子予選ラウンド - プールA オランダ vs 南アフリカ共和国／  

女子予選ラウンド - プールB ニュージーランド vs スペイン

ホッケー 大井ホッケー競技場 (サウス
ピッチ) 2021-07-28 10:00 13:45 女子予選ラウンド - プールA 英国 vs インド／  

女子予選ラウンド - プールA ドイツ vs アイルランド

ホッケー 大井ホッケー競技場 (ノース
ピッチ) 2021-07-28 18:30 22:15 女子予選ラウンド - プールB 日本 vs オーストラリア／  

男子予選ラウンド - プールA 日本 vs スペイン

ホッケー 大井ホッケー競技場 (サウス
ピッチ) 2021-07-28 19:00 22:45 女子予選ラウンド - プールB アルゼンチン vs 中華人民共和国／  

男子予選ラウンド - プールA オーストラリア vs ニュージーランド

ホッケー 大井ホッケー競技場 (ノース
ピッチ) 2021-07-29 09:30 13:15 男子予選ラウンド - プールA インド vs アルゼンチン／  

男子予選ラウンド - プールB 南アフリカ共和国 vs ドイツ

ホッケー 大井ホッケー競技場 (サウス
ピッチ) 2021-07-29 10:00 13:45 男子予選ラウンド - プールB ベルギー vs カナダ／  

男子予選ラウンド - プールB オランダ vs 英国

ホッケー 大井ホッケー競技場 (ノース
ピッチ) 2021-07-29 18:30 22:15 女子予選ラウンド - プールB スペイン vs 中華人民共和国／  

女子予選ラウンド - プールB 日本 vs アルゼンチン
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ホッケー 大井ホッケー競技場 (サウス
ピッチ) 2021-07-29 19:00 22:45 女子予選ラウンド - プールA 英国 vs オランダ／  

女子予選ラウンド - プールB ニュージーランド vs オーストラリア

ホッケー 大井ホッケー競技場 (ノース
ピッチ) 2021-07-30 09:30 13:15 女子予選ラウンド - プールA 南アフリカ共和国 vs ドイツ／  

女子予選ラウンド - プールA アイルランド vs インド

ホッケー 大井ホッケー競技場 (サウス
ピッチ) 2021-07-30 10:00 13:45 男子予選ラウンド - プールA オーストラリア vs スペイン／  

男子予選ラウンド - プールB カナダ vs 南アフリカ共和国

ホッケー 大井ホッケー競技場 (ノース
ピッチ) 2021-07-30 18:30 22:15 男子予選ラウンド - プールA 日本 vs インド／  

男子予選ラウンド - プールB ドイツ vs オランダ

ホッケー 大井ホッケー競技場 (サウス
ピッチ) 2021-07-30 19:00 22:45 男子予選ラウンド - プールA アルゼンチン vs ニュージーランド／  

男子予選ラウンド - プールB ベルギー vs 英国

ホッケー 大井ホッケー競技場 (ノース
ピッチ) 2021-07-31 09:30 13:15 女子予選ラウンド - プールB 中華人民共和国 vs ニュージーランド／  

女子予選ラウンド - プールB アルゼンチン vs オーストラリア

ホッケー 大井ホッケー競技場 (サウス
ピッチ) 2021-07-31 10:00 13:45 女子予選ラウンド - プールB 日本 vs スペイン／  

女子予選ラウンド - プールA インド vs 南アフリカ共和国

ホッケー 大井ホッケー競技場 (ノース
ピッチ) 2021-07-31 18:30 22:15 女子予選ラウンド - プールA ドイツ vs オランダ／  

女子予選ラウンド - プールA アイルランド vs 英国

ホッケー 大井ホッケー競技場 (ノース
ピッチ) 2021-08-01 09:30 13:45 男子準々決勝（ 2 試合 ）

ホッケー 大井ホッケー競技場 (ノース
ピッチ) 2021-08-01 18:30 22:45 男子準々決勝（ 2 試合 ）

ホッケー 大井ホッケー競技場 (ノース
ピッチ) 2021-08-02 09:30 13:45 女子準々決勝（ 2 試合 ）

ホッケー 大井ホッケー競技場 (ノース
ピッチ) 2021-08-02 18:30 22:45 女子準々決勝（ 2 試合 ）

ホッケー 大井ホッケー競技場 (ノース
ピッチ) 2021-08-03 10:30 12:15 男子準決勝

ホッケー 大井ホッケー競技場 (ノース
ピッチ) 2021-08-03 19:00 20:45 男子準決勝

ホッケー 大井ホッケー競技場 (ノース
ピッチ) 2021-08-04 10:30 12:15 女子準決勝

ホッケー 大井ホッケー競技場 (ノース
ピッチ) 2021-08-04 19:00 20:45 女子準決勝

ホッケー 大井ホッケー競技場 (ノース
ピッチ) 2021-08-05 10:30 12:15 男子 3 位決定戦

ホッケー 大井ホッケー競技場 (ノース
ピッチ) 2021-08-05 19:00 21:10 男子決勝戦／  

男子表彰式

ホッケー 大井ホッケー競技場 (ノース
ピッチ) 2021-08-06 10:30 12:15 女子 3 位決定戦

ホッケー 大井ホッケー競技場 (ノース
ピッチ) 2021-08-06 19:00 21:10 女子決勝戦／  

女子表彰式

マラソンスイミング お台場海浜公園 2021-08-04 06:30 09:10 女子 10km ／  
女子 10km 表彰式

マラソンスイミング お台場海浜公園 2021-08-05 06:30 09:10 男子 10km ／  
男子 10km 表彰式

ラグビー 東京スタジアム 2021-07-26 09:00 12:00

男子予選ラウンド - プールB フィジー vs 日本／  
男子予選ラウンド - プールB 英国 vs カナダ／  
男子予選ラウンド - プールA ニュージーランド vs 大韓民国／  
男子予選ラウンド - プールA オーストラリア vs アルゼンチン／  
男子予選ラウンド - プールC 南アフリカ vs アイルランド／  
男子予選ラウンド - プールC アメリカ合衆国 vs ケニア

ラグビー 東京スタジアム 2021-07-26 16:30 19:30

男子予選ラウンド - プールB 英国 vs 日本／  
男子予選ラウンド - プールB フィジー vs カナダ／  
男子予選ラウンド - プールA ニュージーランド vs アルゼンチン／  
男子予選ラウンド - プールA オーストラリア vs 大韓民国／  
男子予選ラウンド - プールC アメリカ合衆国 vs アイルランド／  
男子予選ラウンド - プールC 南アフリカ vs ケニア

ラグビー 東京スタジアム 2021-07-27 09:00 12:00

男子予選ラウンド - プールB カナダ vs 日本／  
男子予選ラウンド - プールB フィジー vs 英国／  
男子予選ラウンド - プールA アルゼンチン vs 大韓民国／  
男子予選ラウンド - プールA ニュージーランド vs オーストラリア／  
男子予選ラウンド - プールC ケニア vs アイルランド／  
男子予選ラウンド - プールC 南アフリカ vs アメリカ合衆国

ラグビー 東京スタジアム 2021-07-27 16:30 19:30 男子 9-12 位決定戦（ 2 試合 ）／  
男子準々決勝（ 4 試合 ）

ラグビー 東京スタジアム 2021-07-28 09:00 12:00

男子 11-12 位決定戦／  
男子 9-10 位決定戦／  
男子 5-8 位決定戦（ 2 試合 ）／  
男子準決勝（ 2 試合 ）

ラグビー 東京スタジアム 2021-07-28 16:30 19:00

男子 7-8 位決定戦／  
男子 5-6 位決定戦／  
男子 3 位決定戦／  
男子決勝／  
男子表彰式
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ラグビー 東京スタジアム 2021-07-29 09:00 12:00

女子予選ラウンド - プールB フランス vs フィジー／  
女子予選ラウンド - プールB カナダ vs ブラジル／  
女子予選ラウンド - プールC アメリカ合衆国 vs 中国／  
女子予選ラウンド - プールC オーストラリア vs 日本／  
女子予選ラウンド - プールA ROC vs 英国／  
女子予選ラウンド - プールA ニュージーランド vs ケニア

ラグビー 東京スタジアム 2021-07-29 16:30 19:30

女子予選ラウンド - プールB カナダ vs フィジー／  
女子予選ラウンド - プールB フランス vs ブラジル／  
女子予選ラウンド - プールC オーストラリア vs 中国／  
女子予選ラウンド - プールC アメリカ合衆国 vs 日本／  
女子予選ラウンド - プールA ニュージーランド vs 英国／  
女子予選ラウンド - プールA ROC vs ケニア

ラグビー 東京スタジアム 2021-07-30 09:00 12:00

女子予選ラウンド - プールB フィジー vs ブラジル／  
女子予選ラウンド - プールB カナダ vs フランス／  
女子予選ラウンド - プールC 中国 vs 日本／  
女子予選ラウンド - プールC オーストラリア vs アメリカ合衆国／  
女子予選ラウンド - プールA 英国 vs ケニア／  
女子予選ラウンド - プールA ニュージーランド vs ROC

ラグビー 東京スタジアム 2021-07-30 16:30 19:30 女子 9-12 位決定戦（ 2 試合 ）／  
女子準々決勝（ 4 試合 ）

ラグビー 東京スタジアム 2021-07-31 09:00 12:00

女子 11-12 位決定戦／  
女子 9-10 位決定戦／  
女子 5-8 位決定戦（ 2 試合 ）／  
女子準決勝（ 2 試合 ）

ラグビー 東京スタジアム 2021-07-31 16:30 19:00

女子 7-8 位決定戦／  
女子 5-6 位決定戦／  
女子 3 位決定戦／  
女子決勝／  
女子表彰式

レスリング 幕張メッセ　Aホール 2021-08-01 11:00 13:00

男子グレコローマンスタイル60kg 級 1 回戦／  
女子フリースタイル76kg 級 1 回戦／  
男子グレコローマンスタイル130kg 級 1 回戦／  
男子グレコローマンスタイル60kg 級 2 回戦／  
女子フリースタイル76kg 級 2 回戦／  
男子グレコローマンスタイル130kg 級 2 回戦

レスリング 幕張メッセ　Aホール 2021-08-01 18:15 19:15
男子グレコローマンスタイル60kg 級準決勝／  
男子グレコローマンスタイル130kg 級準決勝／  
女子フリースタイル76kg 級準決勝

レスリング 幕張メッセ　Aホール 2021-08-02 11:00 13:30

男子グレコローマンスタイル60kg 級敗者復活戦／  
女子フリースタイル76kg 級敗者復活戦／  
男子グレコローマンスタイル130kg 級敗者復活戦／  
男子グレコローマンスタイル77kg 級 1 回戦／  
女子フリースタイル68kg 級 1 回戦／  
男子グレコローマンスタイル97kg 級 1 回戦／  
男子グレコローマンスタイル77kg 級 2 回戦／  
女子フリースタイル68kg 級 2 回戦／  
男子グレコローマンスタイル97kg 級 2 回戦

レスリング 幕張メッセ　Aホール 2021-08-02 18:15 22:00

男子グレコローマンスタイル77kg 級準決勝／  
男子グレコローマンスタイル97kg 級準決勝／  
女子フリースタイル68kg 級準決勝／  
男子グレコローマンスタイル60kg 級 3 位決定戦／  
男子グレコローマンスタイル60kg 級決勝／  
男子グレコローマンスタイル130kg 級 3 位決定戦／  
男子グレコローマンスタイル130kg 級決勝／  
男子グレコローマンスタイル60kg 級表彰式／  
女子フリースタイル76kg 級 3 位決定戦／  
女子フリースタイル76kg 級決勝／  
男子グレコローマンスタイル130kg 級表彰式／  
女子フリースタイル76kg 級表彰式

レスリング 幕張メッセ　Aホール 2021-08-03 11:00 13:30

男子グレコローマンスタイル77kg 級敗者復活戦／  
女子フリースタイル68kg 級敗者復活戦／  
男子グレコローマンスタイル97kg 級敗者復活戦／  
男子グレコローマンスタイル67kg 級 1 回戦／  
女子フリースタイル62kg 級 1 回戦／  
男子グレコローマンスタイル87kg 級 1 回戦／  
男子グレコローマンスタイル67kg 級 2 回戦／  
女子フリースタイル62kg 級 2 回戦／  
男子グレコローマンスタイル87kg 級 2 回戦
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レスリング 幕張メッセ　Aホール 2021-08-03 18:15 22:00

男子グレコローマンスタイル67kg 級準決勝／  
男子グレコローマンスタイル87kg 級準決勝／  
女子フリースタイル62kg 級準決勝／  
男子グレコローマンスタイル77kg 級 3 位決定戦／  
男子グレコローマンスタイル77kg 級決勝／  
男子グレコローマンスタイル97kg 級 3 位決定戦／  
男子グレコローマンスタイル97kg 級決勝／  
男子グレコローマンスタイル77kg 級表彰式／  
女子フリースタイル68kg 級 3 位決定戦／  
女子フリースタイル68kg 級決勝／  
男子グレコローマンスタイル97kg 級表彰式／  
女子フリースタイル68kg 級表彰式

レスリング 幕張メッセ　Aホール 2021-08-04 11:00 13:30

男子グレコローマンスタイル67kg 級敗者復活戦／  
女子フリースタイル62kg 級敗者復活戦／  
男子グレコローマンスタイル87kg 級敗者復活戦／  
男子フリースタイル57kg 級 1 回戦／  
女子フリースタイル57kg 級 1 回戦／  
男子フリースタイル86kg 級 1 回戦／  
男子フリースタイル57kg 級 2 回戦／  
女子フリースタイル57kg 級 2 回戦／  
男子フリースタイル86kg 級 2 回戦

レスリング 幕張メッセ　Aホール 2021-08-04 18:15 22:00

男子フリースタイル57kg 級準決勝／  
男子フリースタイル86kg 級準決勝／  
女子フリースタイル57kg 級準決勝／  
男子グレコローマンスタイル67kg 級 3 位決定戦／  
男子グレコローマンスタイル67kg 級決勝／  
男子グレコローマンスタイル87kg 級 3 位決定戦／  
男子グレコローマンスタイル87kg 級決勝／  
男子グレコローマンスタイル67kg 級表彰式／  
女子フリースタイル62kg 級 3 位決定戦／  
女子フリースタイル62kg 級決勝／  
男子グレコローマンスタイル87kg 級表彰式／  
女子フリースタイル62kg 級表彰式

レスリング 幕張メッセ　Aホール 2021-08-05 11:00 13:30

男子フリースタイル57kg 級敗者復活戦／  
女子フリースタイル57kg 級敗者復活戦／  
男子フリースタイル86kg 級敗者復活戦／  
男子フリースタイル74kg 級 1 回戦／  
女子フリースタイル53kg 級 1 回戦／  
男子フリースタイル125kg 級 1 回戦／  
男子フリースタイル74kg 級 2 回戦／  
女子フリースタイル53kg 級 2 回戦／  
男子フリースタイル125kg 級 2 回戦

レスリング 幕張メッセ　Aホール 2021-08-05 18:15 22:00

男子フリースタイル74kg 級準決勝／  
男子フリースタイル125kg 級準決勝／  
女子フリースタイル53kg 級準決勝／  
男子フリースタイル57kg 級 3 位決定戦／  
男子フリースタイル57kg 級決勝／  
男子フリースタイル86kg 級 3 位決定戦／  
男子フリースタイル86kg 級決勝／  
男子フリースタイル57kg 級表彰式／  
女子フリースタイル57kg 級 3 位決定戦／  
女子フリースタイル57kg 級決勝／  
男子フリースタイル86kg 級表彰式／  
女子フリースタイル57kg 級表彰式

レスリング 幕張メッセ　Aホール 2021-08-06 11:00 13:30

男子フリースタイル74kg 級敗者復活戦／  
女子フリースタイル53kg 級敗者復活戦／  
男子フリースタイル125kg 級敗者復活戦／  
男子フリースタイル65kg 級 1 回戦／  
女子フリースタイル50kg 級 1 回戦／  
男子フリースタイル97kg 級 1 回戦／  
男子フリースタイル65kg 級 2 回戦／  
女子フリースタイル50kg 級 2 回戦／  
男子フリースタイル97kg 級 2 回戦

レスリング 幕張メッセ　Aホール 2021-08-06 18:15 22:00

男子フリースタイル65kg 級準決勝／  
男子フリースタイル97kg 級準決勝／  
女子フリースタイル50kg 級準決勝／  
男子フリースタイル74kg 級 3 位決定戦／  
男子フリースタイル74kg 級決勝／  
男子フリースタイル125kg 級 3 位決定戦／  
男子フリースタイル125kg 級決勝／  
男子フリースタイル74kg 級表彰式／  
女子フリースタイル53kg 級 3 位決定戦／  
女子フリースタイル53kg 級決勝／  
男子フリースタイル125kg 級表彰式／  
女子フリースタイル53kg 級表彰式



111 

競技（ 種別 ） 会場 日程 開始時間 終了時間

レスリング 幕張メッセ　Aホール 2021-08-07 18:45 22:00

男子フリースタイル65kg 級敗者復活戦／  
女子フリースタイル50kg 級敗者復活戦／  
男子フリースタイル97kg 級敗者復活戦／  
男子フリースタイル65kg 級 3 位決定戦／  
男子フリースタイル65kg 級決勝／  
男子フリースタイル97kg 級 3 位決定戦／  
男子フリースタイル97kg 級決勝／  
男子フリースタイル65kg 級表彰式／  
女子フリースタイル50kg 級 3 位決定戦／  
女子フリースタイル50kg 級決勝／  
男子フリースタイル97kg 級表彰式／  
女子フリースタイル50kg 級表彰式

飛込 東京アクアティクスセンター 2021-07-25 15:00 16:00 女子シンクロナイズドダイビング3m 飛板飛込決勝／  
女子シンクロナイズドダイビング3m 飛板飛込表彰式

飛込 東京アクアティクスセンター 2021-07-26 15:00 16:00 男子シンクロナイズドダイビング10m 高飛込決勝／  
男子シンクロナイズドダイビング10m 高飛込表彰式

飛込 東京アクアティクスセンター 2021-07-27 15:00 16:00 女子シンクロナイズドダイビング10m 高飛込決勝／  
女子シンクロナイズドダイビング10m 高飛込表彰式

飛込 東京アクアティクスセンター 2021-07-28 15:00 16:00 男子シンクロナイズドダイビング3m 飛板飛込決勝／  
男子シンクロナイズドダイビング3m 飛板飛込表彰式

飛込 東京アクアティクスセンター 2021-07-30 15:00 17:30 女子 3m 飛板飛込予選
飛込 東京アクアティクスセンター 2021-07-31 15:00 16:25 女子 3m 飛板飛込準決勝

飛込 東京アクアティクスセンター 2021-08-01 15:00 16:25 女子 3m 飛板飛込決勝／  
女子 3m 飛板飛込表彰式

飛込 東京アクアティクスセンター 2021-08-02 15:00 17:30 男子 3m 飛板飛込予選
飛込 東京アクアティクスセンター 2021-08-03 10:00 11:30 男子 3m 飛板飛込準決勝

飛込 東京アクアティクスセンター 2021-08-03 15:00 16:30 男子 3m 飛板飛込決勝／  
男子 3m 飛板飛込表彰式

飛込 東京アクアティクスセンター 2021-08-04 15:00 17:30 女子 10m 高飛込予選
飛込 東京アクアティクスセンター 2021-08-05 10:00 11:25 女子 10m 高飛込準決勝

飛込 東京アクアティクスセンター 2021-08-05 15:00 16:25 女子 10m 高飛込決勝／  
女子 10m 高飛込表彰式

飛込 東京アクアティクスセンター 2021-08-06 15:00 17:30 男子 10m 高飛込予選
飛込 東京アクアティクスセンター 2021-08-07 10:00 11:40 男子 10m 高飛込準決勝

飛込 東京アクアティクスセンター 2021-08-07 15:00 16:25 男子 10m 高飛込決勝／  
男子 10m 高飛込表彰式

近代五種 武蔵野の森総合スポーツプラ
ザ 2021-08-05 13:00 19:30 女子フェンシング-ランキングラウンド／  

男子フェンシング-ランキングラウンド

近代五種 東京スタジアム 2021-08-06 14:30 20:15

女子水泳／  
女子フェンシング-ボーナスラウンド／  
女子馬術／  
女子レーザーラン／  
女子表彰式

近代五種 東京スタジアム 2021-08-07 14:30 20:15

男子水泳／  
男子フェンシング -ボーナスラウンド／  
男子馬術／  
男子レーザーラン／  
男子表彰式

競泳 東京アクアティクスセンター 2021-07-24 19:00 21:30

男子 400m 個人メドレー予選／  
女子 100mバタフライ予選／  
男子 400m 自由形予選／  
女子 400m 個人メドレー予選／  
男子 100m 平泳ぎ予選／  
女子 4×100mフリーリレー予選

競泳 東京アクアティクスセンター 2021-07-25 10:30 12:20

男子 400m 個人メドレー決勝／  
女子 100mバタフライ準決勝／  
男子 400m 自由形決勝／  
男子 400m 個人メドレー表彰式／  
女子 400m 個人メドレー決勝／  
男子 400m 自由形表彰式／  
男子 100m 平泳ぎ準決勝／  
女子 4×100mフリーリレー決勝／  
女子 400m 個人メドレー表彰式／  
女子 4×100mフリーリレー表彰式

競泳 東京アクアティクスセンター 2021-07-25 19:00 21:30

女子 100m 背泳ぎ予選／  
男子 200m 自由形予選／  
女子 100m 平泳ぎ予選／  
男子 100m 背泳ぎ予選／  
女子 400m 自由形予選／  
男子 4×100mフリーリレー予選
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競技（ 種別 ） 会場 日程 開始時間 終了時間

競泳 東京アクアティクスセンター 2021-07-26 10:30 12:40

女子 100mバタフライ決勝／  
男子 200m 自由形準決勝／  
女子 100m 平泳ぎ準決勝／  
女子 100mバタフライ表彰式／  
男子 100m 平泳ぎ決勝／  
女子 400m 自由形決勝／  
男子 100m 背泳ぎ準決勝／  
男子 100m 平泳ぎ表彰式／  
女子 100m 背泳ぎ準決勝／  
男子 4×100mフリーリレー決勝／  
女子 400m 自由形表彰式／  
男子 4×100mフリーリレー表彰式

競泳 東京アクアティクスセンター 2021-07-26 19:00 21:30

女子 200m 自由形予選／  
男子 200mバタフライ予選／  
女子 200m 個人メドレー予選／  
女子 1500m 自由形予選

競泳 東京アクアティクスセンター 2021-07-27 10:30 12:25

女子 200m 自由形準決勝／  
男子 200m 自由形決勝／  
女子 100m 背泳ぎ決勝／  
男子 100m 背泳ぎ決勝／  
男子 200m 自由形表彰式／  
女子 100m 平泳ぎ決勝／  
女子 100m 背泳ぎ表彰式／  
男子 200mバタフライ準決勝／  
男子 100m 背泳ぎ表彰式／  
女子 200m 個人メドレー準決勝／  
女子 100m 平泳ぎ表彰式

競泳 東京アクアティクスセンター 2021-07-27 19:00 21:30

男子 100m 自由形予選／  
女子 200mバタフライ予選／  
男子 200m 平泳ぎ予選／  
男子 4×200mフリーリレー予選／  
男子 800m 自由形予選

競泳 東京アクアティクスセンター 2021-07-28 10:30 13:05

男子 100m 自由形準決勝／  
女子 200m 自由形決勝／  
男子 200mバタフライ決勝／  
女子 200mバタフライ準決勝／  
女子 200m 自由形表彰式／  
男子 200m 平泳ぎ準決勝／  
男子 200mバタフライ表彰式／  
女子 200m 個人メドレー決勝／  
女子 1500m 自由形決勝／  
女子 200m 個人メドレー表彰式／  
男子 4×200mフリーリレー決勝／  
女子 1500m 自由形表彰式／  
男子 4×200mフリーリレー表彰式

競泳 東京アクアティクスセンター 2021-07-28 19:00 21:30

女子 100m 自由形予選／  
男子 200m 背泳ぎ予選／  
女子 200m 平泳ぎ予選／  
男子 200m 個人メドレー予選／  
女子 4×200mフリーリレー予選

競泳 東京アクアティクスセンター 2021-07-29 10:30 13:10

男子 800m 自由形決勝／  
男子 200m 平泳ぎ決勝／  
女子 100m 自由形準決勝／  
男子 200m 背泳ぎ準決勝／  
男子 800m 自由形表彰式／  
女子 200mバタフライ決勝／  
男子 100m 自由形決勝／  
男子 200m 平泳ぎ表彰式／  
女子 200m 平泳ぎ準決勝／  
男子 200m 個人メドレー準決勝／  
女子 200mバタフライ表彰式／  
女子 4×200mフリーリレー決勝／  
男子 100m 自由形表彰式／  
女子 4×200mフリーリレー表彰式

競泳 東京アクアティクスセンター 2021-07-29 19:00 21:30

女子 800m 自由形予選／  
男子 100mバタフライ予選／  
女子 200m 背泳ぎ予選／  
混合 4×100mメドレーリレー予選
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競技（ 種別 ） 会場 日程 開始時間 終了時間

競泳 東京アクアティクスセンター 2021-07-30 10:30 12:10

男子 100mバタフライ準決勝／  
女子 200m 平泳ぎ決勝／  
男子 200m 背泳ぎ決勝／  
女子 100m 自由形決勝／  
女子 200m 平泳ぎ表彰式／  
男子 200m 個人メドレー決勝／  
男子 200m 背泳ぎ表彰式／  
女子 200m 背泳ぎ準決勝／  
女子 100m 自由形表彰式／  
男子 200m 個人メドレー表彰式

競泳 東京アクアティクスセンター 2021-07-30 19:00 21:30

男子 50m 自由形予選／  
女子 50m 自由形予選／  
男子 1500m 自由形予選／  
女子 4×100mメドレーリレー予選／  
男子 4×100mメドレーリレー予選

競泳 東京アクアティクスセンター 2021-07-31 10:30 12:20

男子 100mバタフライ決勝／  
女子 200m 背泳ぎ決勝／  
女子 800m 自由形決勝／  
男子 100mバタフライ表彰式／  
男子 50m 自由形準決勝／  
女子 200m 背泳ぎ表彰式／  
女子 50m 自由形準決勝／  
混合 4×100mメドレーリレー決勝／  
女子 800m 自由形表彰式／  
混合 4×100mメドレーリレー表彰式

競泳 東京アクアティクスセンター 2021-08-01 10:30 12:25

男子 50m 自由形決勝／  
女子 50m 自由形決勝／  
男子 1500m 自由形決勝／  
男子 50m 自由形表彰式／  
女子 4×100mメドレーリレー決勝／  
女子 50m 自由形表彰式／  
男子 4×100mメドレーリレー決勝／  
男子 1500m 自由形表彰式／  
女子 4×100mメドレーリレー表彰式／  
男子 4×100mメドレーリレー表彰式

空手 日本武道館 2021-08-05 10:00 15:05
女子形予選／  
女子形ランキングラウンド／  
男子組手 67kg 級予選

空手 日本武道館 2021-08-05 17:00 21:40

女子組手 55kg 級予選／  
女子形 3 位決定戦／  
女子形決勝／  
男子組手 67kg 級準決勝／  
女子組手 55kg 級準決勝／  
男子組手 67kg 級決勝／  
女子組手 55kg 級決勝／  
女子形表彰式／  
男子組手 67kg 級表彰式／  
女子組手 55kg 級表彰式

空手 日本武道館 2021-08-06 10:00 14:55
男子形予選／  
男子形ランキングラウンド／  
女子組手 61kg 級予選

空手 日本武道館 2021-08-06 17:00 21:40

男子組手 75kg 級予選／  
男子形 3 位決定戦／  
男子形決勝／  
女子組手 61kg 級準決勝／  
男子組手 75kg 級準決勝／  
女子組手 61kg 級決勝／  
男子組手 75kg 級決勝／  
男子形表彰式／  
女子組手 61kg 級表彰式／  
男子組手 75kg 級表彰式

空手 日本武道館 2021-08-07 14:00 20:45

女子組手 61kg 超級予選／  
男子組手 75kg 超級予選／  
女子組手 61kg 超級準決勝／  
男子組手 75kg 超級準決勝／  
女子組手 61kg 超級決勝／  
男子組手 75kg 超級決勝／  
女子組手 61kg 超級表彰式／  
男子組手 75kg 超級表彰式

陸上競技 オリンピックスタジアム 2021-07-30 09:00 12:30

男子 3000m 障害予選／  
男子走高跳予選／  
男子円盤投予選／  
女子 800m 予選／  
男子 400mハードル予選／  
女子 100m 予選
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陸上競技 オリンピックスタジアム 2021-07-30 19:00 21:00

女子 5000m 予選／  
女子三段跳予選／  
女子砲丸投予選／  
混合 4×400mリレー予選／  
男子 10000ｍ決勝

陸上競技 オリンピックスタジアム 2021-07-31 09:00 12:00

女子 400mハードル予選／  
女子円盤投予選／  
男子棒高跳予選／  
男子 800m 予選／  
女子 100mハードル予選／  
男子 100m 予備予選

陸上競技 オリンピックスタジアム 2021-07-31 19:00 21:55

男子 10000ｍ表彰式／  
男子走幅跳予選／  
女子 100m 準決勝／  
男子 100m 予選／  
男子円盤投決勝／  
女子 800m 準決勝／  
混合 4×400mリレー決勝／  
女子 100m 決勝

陸上競技 オリンピックスタジアム 2021-08-01 09:10 12:00

女子ハンマー投予選／  
女子 3000ｍ障害予選／  
女子走幅跳予選／  
男子円盤投表彰式／  
女子砲丸投決勝／  
男子 400m 予選／  
混合 4×400mリレー表彰式

陸上競技 オリンピックスタジアム 2021-08-01 19:00 21:55

女子 100m 表彰式／  
男子走高跳決勝／  
男子 100m 準決勝／  
女子 100mハードル準決勝／  
女子砲丸投表彰式／  
女子三段跳決勝／  
男子 800m 準決勝／  
男子 400mハードル準決勝／  
男子走高跳表彰式／  
男子 100m 決勝

陸上競技 オリンピックスタジアム 2021-08-02 09:00 11:55

男子ハンマー投予選／  
女子 1500m 予選／  
女子三段跳表彰式／  
男子走幅跳決勝／  
女子 200m 予選／  
女子 100mハードル決勝

陸上競技 オリンピックスタジアム 2021-08-02 19:00 22:00

男子 100m 表彰式／  
男子走幅跳表彰式／ 
女子棒高跳予選／  
女子 200m 準決勝／  
女子 100mハードル表彰式／  
女子円盤投決勝／  
男子 400m 準決勝／  
女子 400mハードル準決勝／  
男子 3000m 障害決勝／  
女子 5000m 決勝

陸上競技 オリンピックスタジアム 2021-08-03 09:00 12:35

男子三段跳予選／  
男子 1500m 予選／  
女子やり投予選／  
女子 400m 予選／  
女子円盤投表彰式／  
男子 3000m 障害表彰式／  
女子走幅跳決勝／  
男子 200m 予選／  
男子 400mハードル決勝／  
女子 5000m 表彰式

陸上競技 オリンピックスタジアム 2021-08-03 19:00 21:55

女子走幅跳表彰式／  
男子 110mハードル予選／  
男子砲丸投予選／  
男子棒高跳決勝／  
男子 400mハードル表彰式／  
男子 5000m 予選／  
女子ハンマー投決勝／ 
男子 200m 準決勝／   
女子 800m 決勝／  
女子 200m 決勝
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競技（ 種別 ） 会場 日程 開始時間 終了時間

陸上競技 オリンピックスタジアム 2021-08-04 09:00 12:25

男子十種競技 100m ／  
男子やり投予選／  
女子七種競技 100mハードル／  
男子十種競技走幅跳／  
男子棒高跳表彰式／  
女子七種競技走高跳／  
女子ハンマー投表彰式／  
女子 800m 表彰式／  
男子 110mハードル準決勝／  
女子 400mハードル決勝／  
男子十種競技砲丸投／  
女子 400mハードル表彰式

陸上競技 オリンピックスタジアム 2021-08-04 18:30 22:00

男子十種競技走高跳／  
女子 1500m 準決勝／  
女子七種競技砲丸投／  
女子 400m 準決勝／  
女子 200m 表彰式／  
女子 3000ｍ障害決勝／  
男子ハンマー投決勝／  
女子七種競技 200m ／  
女子 3000ｍ障害表彰式／  
男子 800m 決勝／  
男子十種競技 400m ／  
男子 200m 決勝

陸上競技 オリンピックスタジアム 2021-08-05 09:00 15:05

男子十種競技 110mハードル／  
女子走高跳予選／  
男子ハンマー投表彰式／  
女子七種競技走幅跳／  
男子十種競技円盤投／  
女子 4×100mリレー予選／  
男子 800m 表彰式／  
男子 200m 表彰式／  
男子三段跳決勝／  
男子砲丸投決勝／  
男子 4×100mリレー予選／  
男子 110mハードル決勝／  
男子十種競技棒高跳／  
女子七種競技やり投

陸上競技 札幌大通公園 2021-08-05 16:30 18:05
男子 20km 競歩決勝／  
男子 20km 競歩札幌会場式典 
※チケットの販売はございません。

陸上競技 オリンピックスタジアム 2021-08-05 19:00 21:45

男子砲丸投表彰式／  
男子三段跳表彰式／  
男子十種競技やり投／  
女子棒高跳決勝／  
女子 4×400mリレー予選／  
男子 1500m 準決勝／  
男子 110mハードル表彰式／  
男子 400m 決勝／  
女子七種競技 800m ／  
男子十種競技 1500m

陸上競技 札幌大通公園 2021-08-06 05:30 10:00
男子 50km 競歩決勝／  
男子 50km 競歩札幌会場式典 
※チケットの販売はございません。

陸上競技 札幌大通公園 2021-08-06 16:30 18:15
女子 20km 競歩決勝／  
女子 20km 競歩札幌会場式典 
※チケットの販売はございません。

陸上競技 オリンピックスタジアム 2021-08-06 19:50 22:55

男子 20km 競歩表彰式／  
女子棒高跳表彰式／  
女子七種競技表彰式／  
男子十種競技表彰式／  
男子 4×400mリレー予選／  
女子やり投決勝／  
男子 5000m 決勝／  
男子 400m 表彰式／  
女子 400m 決勝／  
女子 1500m 決勝／  
男子 5000m 表彰式／  
女子 400m 表彰式／  
女子 4×100mリレー決勝／  
女子 1500m 表彰式／  
男子 4×100mリレー決勝

陸上競技 札幌大通公園 2021-08-07 07:00 10:15

女子マラソン決勝／  
女子マラソン札幌会場式典 
※チケットの販売はございません。 
※女子マラソンの表彰式はオリンピックスタジアムにおいて閉会式内
に行われます。
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競技（ 種別 ） 会場 日程 開始時間 終了時間

陸上競技 オリンピックスタジアム 2021-08-07 19:00 22:20

男子 50km 競歩表彰式／  
女子 20km 競歩表彰式／  
女子 4×100mリレー表彰式／  
男子 4×100mリレー表彰式／  
女子走高跳決勝／  
女子 10000m 決勝／  
男子やり投決勝／  
女子やり投表彰式／  
男子 1500m 決勝／  
女子 10000m 表彰式／  
男子 1500m 表彰式／  
女子 4×400mリレー決勝／  
男子やり投表彰式／  
男子 4×400mリレー決勝／  
女子走高跳表彰式／  
女子 4×400mリレー表彰式／  
男子 4×400mリレー表彰式

陸上競技 札幌大通公園 2021-08-08 07:00 09:45

男子マラソン決勝／  
男子マラソン札幌会場式典 
※チケットの販売はございません。 
※男子マラソンの表彰式はオリンピックスタジアムにおいて閉会式内
に行われます。

馬術 馬事公苑 2021-07-24 17:00 22:15 馬場馬術団体兼個人グランプリ 1日目
馬術 馬事公苑 2021-07-25 17:00 22:15 馬場馬術団体兼個人グランプリ 2日目

馬術 馬事公苑 2021-07-27 17:00 22:40 馬場馬術団体グランプリスペシャル／  
馬場馬術団体表彰式

馬術 馬事公苑 2021-07-28 17:30 21:25 馬場馬術個人グランプリフリースタイル／  
馬場馬術個人表彰式

馬術 馬事公苑 2021-07-30 08:30 11:00 総合馬術馬場団体兼個人 1日目 - 1 組
馬術 馬事公苑 2021-07-30 17:30 20:10 総合馬術馬場団体兼個人 1日目 - 2 組
馬術 馬事公苑 2021-07-31 08:30 11:00 総合馬術馬場団体兼個人 2日目 - 3 組
馬術 海の森クロスカントリーコース 2021-08-01 07:45 11:10 総合馬術クロスカントリー団体兼個人

馬術 馬事公苑 2021-08-02 17:00 22:25

総合馬術障害団体決勝及び個人予選／   
総合馬術障害個人決勝／  
総合馬術団体表彰式／  
総合馬術個人表彰式

馬術 馬事公苑 2021-08-03 19:00 22:45 障害馬術個人予選

馬術 馬事公苑 2021-08-04 19:00 21:40 障害馬術個人決勝／  
障害馬術個人表彰式

馬術 馬事公苑 2021-08-06 19:00 22:05 障害馬術団体予選

馬術 馬事公苑 2021-08-07 19:00 21:30 障害馬術団体決勝／  
障害馬術団体表彰式

柔道 日本武道館 2021-07-24 11:00 14:30

女子 48kg 級予選／  
女子 48kg 級準々決勝／  
男子 60kg 級予選／  
男子 60kg 級準々決勝

柔道 日本武道館 2021-07-24 17:00 19:50

女子 48kg 級敗者復活戦／  
女子 48kg 級準決勝／  
男子 60kg 級敗者復活戦／  
男子 60kg 級準決勝／  
女子 48kg 級 3 位決定戦／  
女子 48kg 級決勝／  
男子 60kg 級 3 位決定戦／  
男子 60kg 級決勝／  
女子 48kg 級表彰式／  
男子 60kg 級表彰式

柔道 日本武道館 2021-07-25 11:00 14:30

女子 52kg 級予選／  
女子 52kg 級準々決勝／  
男子 66kg 級予選／  
男子 66kg 級準々決勝

柔道 日本武道館 2021-07-25 17:00 19:50

女子 52kg 級敗者復活戦／  
女子 52kg 級準決勝／  
男子 66kg 級敗者復活戦／  
男子 66kg 級準決勝／  
女子 52kg 級 3 位決定戦／  
女子 52kg 級決勝／  
男子 66kg 級 3 位決定戦／  
男子 66kg 級決勝／  
女子 52kg 級表彰式／  
男子 66kg 級表彰式

柔道 日本武道館 2021-07-26 11:00 14:30

女子 57kg 級予選／  
女子 57kg 級準々決勝／  
男子 73kg 級予選／  
男子 73kg 級準々決勝
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競技（ 種別 ） 会場 日程 開始時間 終了時間

柔道 日本武道館 2021-07-26 17:00 19:50

女子 57kg 級敗者復活戦／  
女子 57kg 級準決勝／  
男子 73kg 級敗者復活戦／  
男子 73kg 級準決勝／  
女子 57kg 級 3 位決定戦／  
女子 57kg 級決勝／  
男子 73kg 級 3 位決定戦／  
男子 73kg 級決勝／  
女子 57kg 級表彰式／  
男子 73kg 級表彰式

柔道 日本武道館 2021-07-27 11:00 14:30

女子 63kg 級予選／  
女子 63kg 級準々決勝／  
男子 81kg 級予選／  
男子 81kg 級準々決勝

柔道 日本武道館 2021-07-27 17:00 19:50

女子 63kg 級敗者復活戦／  
女子 63kg 級準決勝／  
男子 81kg 級敗者復活戦／  
男子 81kg 級準決勝／  
女子 63kg 級 3 位決定戦／  
女子 63kg 級決勝／  
男子 81kg 級 3 位決定戦／  
男子 81kg 級決勝／  
女子 63kg 級表彰式／  
男子 81kg 級表彰式

柔道 日本武道館 2021-07-28 11:00 14:30

女子 70kg 級予選／  
女子 70kg 級準々決勝／  
男子 90kg 級予選／  
男子 90kg 級準々決勝

柔道 日本武道館 2021-07-28 17:00 19:50

女子 70kg 級敗者復活戦／  
女子 70kg 級準決勝／  
男子 90kg 級敗者復活戦／  
男子 90kg 級準決勝／  
女子 70kg 級 3 位決定戦／  
女子 70kg 級決勝／  
男子 90kg 級 3 位決定戦／  
男子 90kg 級決勝／  
女子 70kg 級表彰式／  
男子 90kg 級表彰式

柔道 日本武道館 2021-07-29 11:00 14:30

女子 78kg 級予選／  
女子 78kg 級準々決勝／  
男子 100kg 級予選／  
男子 100kg 級準々決勝

柔道 日本武道館 2021-07-29 17:00 19:50

女子 78kg 級敗者復活戦／  
女子 78kg 級準決勝／  
男子 100kg 級敗者復活戦／  
男子 100kg 級準決勝／  
女子 78kg 級 3 位決定戦／  
女子 78kg 級決勝／  
男子 100kg 級 3 位決定戦／  
男子 100kg 級決勝／  
女子 78kg 級表彰式／  
男子 100kg 級表彰式

柔道 日本武道館 2021-07-30 11:00 14:30

女子 78kg 超級予選／  
女子 78kg 超級準々決勝／  
男子 100kg 超級予選／  
男子 100kg 超級準々決勝

柔道 日本武道館 2021-07-30 17:00 19:50

女子 78kg 超級敗者復活戦／  
女子 78kg 超級準決勝／  
男子 100kg 超級敗者復活戦／  
男子 100kg 超級準決勝／  
女子 78kg 超級 3 位決定戦／  
女子 78kg 超級決勝／  
男子 100kg 超級 3 位決定戦／  
男子 100kg 超級決勝／  
女子 78kg 超級表彰式／  
男子 100kg 超級表彰式

柔道 日本武道館 2021-07-31 11:00 14:30

混合団体予選／  
混合団体準々決勝／  
混合団体敗者復活戦／  
混合団体準決勝

柔道 日本武道館 2021-07-31 17:00 19:50
混合団体 3 位決定戦／  
混合団体決勝／  
混合団体表彰式
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競技（ 種別 ） 会場 日程 開始時間 終了時間

射撃 陸上自衛隊朝霞訓練場 （ R＆
P 本選・ファイナル） 2021-07-24 08:30 16:30

女子 10m エアライフル個人本選／  
女子 10m エアライフル個人ファイナル／  
女子 10m エアライフル個人表彰式／  
男子 10m エアピストル個人本選／  
男子 10m エアピストル個人ファイナル／  
男子 10m エアピストル個人表彰式

射撃 陸上自衛隊朝霞訓練場 （ク
レー射場 ） 2021-07-25 09:00 16:00 女子スキート個人本選 1日目／  

男子スキート個人本選 1日目

射撃 陸上自衛隊朝霞訓練場 （ R＆
P 本選・ファイナル） 2021-07-25 09:00 16:30

女子 10m エアピストル個人本選／  
女子 10m エアピストル個人ファイナル／  
女子 10m エアピストル個人表彰式／  
男子 10m エアライフル個人本選／  
男子 10m エアライフル個人ファイナル／  
男子 10m エアライフル個人表彰式

射撃 陸上自衛隊朝霞訓練場 （ク
レー射場 ） 2021-07-26 09:00 17:15

女子スキート個人本選 2日目／  
男子スキート個人本選 2日目／  
女子スキート個人ファイナル／ 
男子スキート個人ファイナル／  
女子スキート個人表彰式／   
男子スキート個人表彰式

射撃 陸上自衛隊朝霞訓練場 （ R＆
P 本選・ファイナル） 2021-07-27 09:00 16:30

混合 10m エアピストル団体本選／  
混合 10m エアピストル団体ファイナル／  
混合 10m エアピストル団体表彰式／  
混合 10m エアライフル団体本選／  
混合 10m エアライフル団体ファイナル／  
混合 10m エアライフル団体表彰式

射撃 陸上自衛隊朝霞訓練場 （ク
レー射場 ） 2021-07-28 09:00 16:00 女子トラップ個人本選／  

男子トラップ個人本選

射撃 陸上自衛隊朝霞訓練場 （ R＆
P ファイナルホール） 2021-07-29 09:00 12:45 女子 25mピストル個人本選精密ステージ

射撃 陸上自衛隊朝霞訓練場 （ク
レー射場 ） 2021-07-29 09:00 16:55

女子トラップ個人本選 2日目／  
男子トラップ個人本選 2日目／  
女子トラップ個人ファイナル／  
男子トラップ個人ファイナル／  
女子トラップ個人表彰式／ 
男子トラップ個人表彰式

射撃 陸上自衛隊朝霞訓練場 （ R＆
P ファイナルホール） 2021-07-30 09:00 15:00

女子 25mピストル個人本選／  
女子 25mピストル個人ファイナル／  
女子 25mピストル個人表彰式

射撃 陸上自衛隊朝霞訓練場 （ク
レー射場 ） 2021-07-31 09:00 14:50

混合トラップ団体本選／  
混合トラップ団体ファイナル／  
混合トラップ団体表彰式

射撃 陸上自衛隊朝霞訓練場 （ R＆
P 本選・ファイナル） 2021-07-31 12:00 17:10

女子 50mライフル3 姿勢個人本選／  
女子 50mライフル3 姿勢個人ファイナル／  
女子 50mライフル3 姿勢個人表彰式

射撃 陸上自衛隊朝霞訓練場 （ R＆
P ファイナルホール） 2021-08-01 08:30 13:15 男子 25mラピッドファイアピストル個人本選第 1ステージ

射撃 陸上自衛隊朝霞訓練場 （ R＆
P 本選・ファイナル） 2021-08-02 08:30 18:00

男子 25mラピッドファイアピストル個人本選第 2ステージ／  
男子 50mライフル3 姿勢個人本選／  
男子 25mラピッドファイアピストル個人ファイナル／  
男子 25mラピッドファイアピストル個人表彰式／  
男子 50mライフル3 姿勢個人ファイナル／  
男子 50mライフル3 姿勢個人表彰式

水球 東京辰巳国際水泳場 2021-07-24 14:00 16:50 女子予選ラウンド - グループB 日本 vs アメリカ合衆国／  
女子予選ラウンド - グループA カナダ vs オーストラリア

水球 東京辰巳国際水泳場 2021-07-24 18:20 21:10
女子予選ラウンド - グループA 南アフリカ vs スペイン／  
女子予選ラウンド - グループB 中国 vs ROC* 
*IOC news story（ 英語 ）

水球 東京辰巳国際水泳場 2021-07-25 10:00 12:50 男子予選ラウンド - グループA 南アフリカ vs イタリア／  
男子予選ラウンド - グループA ハンガリー vs ギリシャ

水球 東京辰巳国際水泳場 2021-07-25 14:00 16:50 男子予選ラウンド - グループA アメリカ合衆国 vs 日本／  
男子予選ラウンド - グループB オーストラリア vs モンテネグロ

水球 東京辰巳国際水泳場 2021-07-25 18:20 21:10 男子予選ラウンド - グループB セルビア vs スペイン／  
男子予選ラウンド - グループB クロアチア vs カザフスタン

水球 東京辰巳国際水泳場 2021-07-26 14:00 16:50
女子予選ラウンド - グループB アメリカ合衆国 vs 中国／  
女子予選ラウンド - グループB ROC* vs ハンガリー 
*IOC news story（ 英語 ）

水球 東京辰巳国際水泳場 2021-07-26 18:20 21:10 女子予選ラウンド - グループA オーストラリア vs オランダ／  
女子予選ラウンド - グループA スペイン vs カナダ

水球 東京辰巳国際水泳場 2021-07-27 10:00 12:50 男子予選ラウンド - グループA 南アフリカ vs アメリカ合衆国／  
男子予選ラウンド - グループB モンテネグロ vs スペイン

水球 東京辰巳国際水泳場 2021-07-27 14:00 16:50 男子予選ラウンド - グループB カザフスタン vs セルビア／  
男子予選ラウンド - グループA イタリア vs ギリシャ

水球 東京辰巳国際水泳場 2021-07-27 18:20 21:10 男子予選ラウンド - グループA 日本 vs ハンガリー／  
男子予選ラウンド - グループB オーストラリア vs クロアチア
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水球 東京辰巳国際水泳場 2021-07-28 14:00 16:50 女子予選ラウンド - グループB ハンガリー vs アメリカ合衆国／  
女子予選ラウンド - グループA カナダ vs 南アフリカ

水球 東京辰巳国際水泳場 2021-07-28 18:20 21:10 女子予選ラウンド - グループB 中国 vs 日本／  
女子予選ラウンド - グループA オランダ vs スペイン

水球 東京辰巳国際水泳場 2021-07-29 10:00 12:50 男子予選ラウンド - グループA ハンガリー vs 南アフリカ／  
男子予選ラウンド - グループB スペイン vs カザフスタン

水球 東京辰巳国際水泳場 2021-07-29 14:00 16:50 男子予選ラウンド - グループA アメリカ合衆国 vs イタリア／  
男子予選ラウンド - グループB クロアチア vs モンテネグロ

水球 東京辰巳国際水泳場 2021-07-29 18:20 21:10 男子予選ラウンド - グループA ギリシャ vs 日本／  
男子予選ラウンド - グループB セルビア vs オーストラリア

水球 東京辰巳国際水泳場 2021-07-30 14:00 16:50
女子予選ラウンド - グループA 南アフリカ vs オランダ／  
女子予選ラウンド - グループB アメリカ合衆国 vs ROC* 
*IOC news story（ 英語 ）

水球 東京辰巳国際水泳場 2021-07-30 18:20 21:10 女子予選ラウンド - グループB 日本 vs ハンガリー／  
女子予選ラウンド - グループA スペイン vs オーストラリア

水球 東京辰巳国際水泳場 2021-07-31 10:00 12:50 男子予選ラウンド - グループB モンテネグロ vs カザフスタン／  
男子予選ラウンド - グループB オーストラリア vs スペイン

水球 東京辰巳国際水泳場 2021-07-31 14:00 16:50 男子予選ラウンド - グループA アメリカ合衆国 vs ハンガリー／  
男子予選ラウンド - グループB クロアチア vs セルビア

水球 東京辰巳国際水泳場 2021-07-31 18:20 21:10 男子予選ラウンド - グループA イタリア vs 日本／  
男子予選ラウンド - グループA 南アフリカ vs ギリシャ

水球 東京辰巳国際水泳場 2021-08-01 14:00 16:50 女子予選ラウンド - グループB ハンガリー vs 中国／  
女子予選ラウンド - グループA オランダ vs カナダ

水球 東京辰巳国際水泳場 2021-08-01 18:20 21:10
女子予選ラウンド - グループB ROC* vs 日本／  
女子予選ラウンド - グループA オーストラリア vs 南アフリカ 
*IOC news story（ 英語 ）

水球 東京辰巳国際水泳場 2021-08-02 10:00 12:50 男子予選ラウンド - グループA ハンガリー vs イタリア／  
男子予選ラウンド - グループA ギリシャ vs アメリカ合衆国

水球 東京辰巳国際水泳場 2021-08-02 14:00 16:50 男子予選ラウンド - グループB セルビア vs モンテネグロ／  
男子予選ラウンド - グループB スペイン vs クロアチア

水球 東京辰巳国際水泳場 2021-08-02 18:20 21:10 男子予選ラウンド - グループA 日本 vs 南アフリカ／  
男子予選ラウンド - グループB オーストラリア vs カザフスタン

水球 東京辰巳国際水泳場 2021-08-03 14:00 16:50 女子準々決勝（ 2 試合 ）
水球 東京辰巳国際水泳場 2021-08-03 18:20 21:10 女子準々決勝（ 2 試合 ）
水球 東京辰巳国際水泳場 2021-08-04 14:00 16:50 男子準々決勝（ 2 試合 ）
水球 東京辰巳国際水泳場 2021-08-04 18:20 21:10 男子準々決勝（ 2 試合 ）

水球 東京辰巳国際水泳場 2021-08-05 14:00 16:50 女子 5-8 位決定戦／  
女子準決勝

水球 東京辰巳国際水泳場 2021-08-05 18:20 21:10 女子 5-8 位決定戦／  
女子準決勝

水球 東京辰巳国際水泳場 2021-08-06 14:00 16:50 男子 5-8 位決定戦／  
男子準決勝

水球 東京辰巳国際水泳場 2021-08-06 18:20 21:10 男子 5-8 位決定戦／  
男子準決勝

水球 東京辰巳国際水泳場 2021-08-07 09:30 12:20 女子 7-8 位決定戦／  
女子 5-6 位決定戦

水球 東京辰巳国際水泳場 2021-08-07 13:40 15:00 女子 3 位決定戦

水球 東京辰巳国際水泳場 2021-08-07 16:30 18:20 女子決勝戦／  
女子表彰式

水球 東京辰巳国際水泳場 2021-08-08 09:30 12:20 男子 7-8 位決定戦／  
男子 5-6 位決定戦

水球 東京辰巳国際水泳場 2021-08-08 13:40 15:00 男子 3 位決定戦

水球 東京辰巳国際水泳場 2021-08-08 16:30 18:20 男子決勝戦／  
男子表彰式

体操競技 有明体操競技場 2021-07-24 10:00 12:30 男子予選
体操競技 有明体操競技場 2021-07-24 14:30 17:00 男子予選
体操競技 有明体操競技場 2021-07-24 19:30 22:00 男子予選
体操競技 有明体操競技場 2021-07-25 10:00 13:35 女子予選
体操競技 有明体操競技場 2021-07-25 15:10 18:45 女子予選
体操競技 有明体操競技場 2021-07-25 20:20 22:00 女子予選

体操競技 有明体操競技場 2021-07-26 19:00 22:10 男子団体決勝／  
男子団体表彰式

体操競技 有明体操競技場 2021-07-27 19:45 22:10 女子団体決勝／  
女子団体表彰式

体操競技 有明体操競技場 2021-07-28 19:15 22:10 男子個人総合決勝／ 
男子個人総合表彰式

体操競技 有明体操競技場 2021-07-29 19:50 22:05 女子個人総合決勝／ 
女子個人総合表彰式
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体操競技 有明体操競技場 2021-08-01 17:00 20:10

男子種目別ゆか決勝／ 
男子種目別ゆか表彰式／  
女子種目別跳馬決勝／ 
女子種目別跳馬表彰式／ 
男子種目別あん馬決勝／ 
男子種目別あん馬表彰式／  
女子種目別段違い平行棒決勝／ 
女子種目別段違い平行棒表彰式

体操競技 有明体操競技場 2021-08-02 17:00 19:40

男子種目別つり輪決勝／ 
男子種目別つり輪表彰式／  
女子種目別ゆか決勝／ 
女子種目別ゆか表彰式／  
男子種目別跳馬決勝／ 
男子種目別跳馬表彰式

体操競技 有明体操競技場 2021-08-03 17:00 19:25

男子種目別平行棒決勝／ 
男子種目別平行棒表彰式／  
女子種目別平均台決勝／ 
女子種目別平均台表彰式／  
男子種目別鉄棒決勝／ 
男子種目別鉄棒表彰式

新体操 有明体操競技場 2021-08-06 10:20 13:15 個人総合予選
新体操 有明体操競技場 2021-08-06 14:50 17:45 個人総合予選
新体操 有明体操競技場 2021-08-07 10:00 12:40 団体総合予選

新体操 有明体操競技場 2021-08-07 15:20 18:00 個人総合決勝／ 
個人総合表彰式

新体操 有明体操競技場 2021-08-08 11:00 12:55 団体総合決勝／ 
団体総合表彰式

野球・ソフトボール 福島あづま球場 2021-07-21 09:00 17:00
ソフトボールオープニングラウンド - オーストラリア vs 日本／ 
ソフトボールオープニングラウンド - イタリア vs アメリカ合衆国／ 
ソフトボールオープニングラウンド - メキシコ vs カナダ

野球・ソフトボール 福島あづま球場 2021-07-22 09:00 17:00
ソフトボールオープニングラウンド - アメリカ合衆国 vs カナダ／ 
ソフトボールオープニングラウンド - メキシコ vs 日本／ 
ソフトボールオープニングラウンド - イタリア vs オーストラリア

野球・ソフトボール 横浜スタジアム 2021-07-24 10:00 16:30 ソフトボールオープニングラウンド - オーストラリア vs カナダ／ 
ソフトボールオープニングラウンド - アメリカ合衆国 vs メキシコ

野球・ソフトボール 横浜スタジアム 2021-07-24 20:00 22:00 ソフトボールオープニングラウンド - 日本 vs イタリア

野球・ソフトボール 横浜スタジアム 2021-07-25 10:00 16:30
ソフトボールオープニングラウンド - オーストラリア vs アメリカ合衆
国／ 
ソフトボールオープニングラウンド - カナダ vs 日本

野球・ソフトボール 横浜スタジアム 2021-07-25 20:00 22:00 ソフトボールオープニングラウンド - イタリア vs メキシコ

野球・ソフトボール 横浜スタジアム 2021-07-26 10:00 16:30 ソフトボールオープニングラウンド - 日本 vs アメリカ合衆国／ 
ソフトボールオープニングラウンド - カナダ vs イタリア

野球・ソフトボール 横浜スタジアム 2021-07-26 20:00 22:00 ソフトボールオープニングラウンド - メキシコ vs オーストラリア
野球・ソフトボール 横浜スタジアム 2021-07-27 13:00 15:00 ソフトボール3 位決定戦

野球・ソフトボール 横浜スタジアム 2021-07-27 20:00 22:30 ソフトボール決勝戦／  
ソフトボール表彰式

野球・ソフトボール 福島あづま球場 2021-07-28 12:00 15:00 野球オープニングラウンド - グループA ドミニカ共和国 vs 日本
野球・ソフトボール 横浜スタジアム 2021-07-29 19:00 22:00 野球オープニングラウンド - グループB イスラエル vs 大韓民国
野球・ソフトボール 横浜スタジアム 2021-07-30 12:00 15:00 野球オープニングラウンド - グループA メキシコ vs ドミニカ共和国

野球・ソフトボール 横浜スタジアム 2021-07-30 19:00 22:00 野球オープニングラウンド - グループB アメリカ合衆国 vs イスラエ
ル

野球・ソフトボール 横浜スタジアム 2021-07-31 12:00 15:00 野球オープニングラウンド - グループA 日本 vs メキシコ
野球・ソフトボール 横浜スタジアム 2021-07-31 19:00 22:00 野球オープニングラウンド - グループB 大韓民国 vs アメリカ合衆国
野球・ソフトボール 横浜スタジアム 2021-08-01 12:00 15:00 野球ノックアウトステージ (#1)
野球・ソフトボール 横浜スタジアム 2021-08-01 19:00 22:00 野球ノックアウトステージ (#2)
野球・ソフトボール 横浜スタジアム 2021-08-02 12:00 15:00 野球ノックアウトステージ (#3)
野球・ソフトボール 横浜スタジアム 2021-08-02 19:00 22:00 野球ノックアウトステージ (#4)
野球・ソフトボール 横浜スタジアム 2021-08-03 19:00 22:00 野球ノックアウトステージ (#5)
野球・ソフトボール 横浜スタジアム 2021-08-04 12:00 15:00 野球ノックアウトステージ (#6)
野球・ソフトボール 横浜スタジアム 2021-08-04 19:00 22:00 野球準決勝 (#7)
野球・ソフトボール 横浜スタジアム 2021-08-05 19:00 22:00 野球準決勝 (#8)
野球・ソフトボール 横浜スタジアム 2021-08-07 12:00 15:00 野球 3 位決定戦 (#9)

野球・ソフトボール 横浜スタジアム 2021-08-07 19:00 22:30 野球決勝戦 (#10) ／  
野球表彰式

卓球 東京体育館 2021-07-24 09:00 12:45
男子シングルス予選／  
女子シングルス予選／  
混合ダブルス1 回戦

卓球 東京体育館 2021-07-24 14:15 17:15 男子シングルス1 回戦／  
女子シングルス1 回戦

卓球 東京体育館 2021-07-24 19:30 22:30 男子シングルス1 回戦／  
女子シングルス1 回戦

卓球 東京体育館 2021-07-25 10:00 12:00 混合ダブルス準々決勝
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卓球 東京体育館 2021-07-25 14:00 17:45 男子シングルス2 回戦／  
女子シングルス2 回戦

卓球 東京体育館 2021-07-25 20:00 22:00 混合ダブルス準決勝

卓球 東京体育館 2021-07-26 10:00 13:00 男子シングルス2 回戦／  
女子シングルス2 回戦

卓球 東京体育館 2021-07-26 14:30 17:30 男子シングルス3 回戦／  
女子シングルス3 回戦

卓球 東京体育館 2021-07-26 20:00 22:10
混合ダブルス3 位決定戦／  
混合ダブルス決勝戦／  
混合ダブルス表彰式

卓球 東京体育館 2021-07-27 10:00 13:00 男子シングルス3 回戦／  
女子シングルス3 回戦

卓球 東京体育館 2021-07-27 14:30 17:30

男子シングルス3 回戦／  
女子シングルス3 回戦／  
男子シングルス4 回戦／  
女子シングルス4 回戦

卓球 東京体育館 2021-07-27 19:30 22:30 男子シングルス4 回戦／  
女子シングルス4 回戦

卓球 東京体育館 2021-07-28 10:00 13:00 女子シングルス準々決勝／  
男子シングルス準々決勝

卓球 東京体育館 2021-07-28 15:00 18:00 女子シングルス準々決勝／  
男子シングルス準々決勝

卓球 東京体育館 2021-07-28 20:00 22:00 男子シングルス準々決勝
卓球 東京体育館 2021-07-29 11:00 13:00 女子シングルス準決勝
卓球 東京体育館 2021-07-29 15:00 17:00 男子シングルス準決勝

卓球 東京体育館 2021-07-29 20:00 22:10
女子シングルス3 位決定戦／  
女子シングルス決勝戦／  
女子シングルス表彰式

卓球 東京体育館 2021-07-30 20:00 22:10
男子シングルス3 位決定戦／  
男子シングルス決勝戦／  
男子シングルス表彰式

卓球 東京体育館 2021-08-01 10:00 13:00 男子団体 1 回戦／  
女子団体 1 回戦

卓球 東京体育館 2021-08-01 14:30 17:30 男子団体 1 回戦／  
女子団体 1 回戦

卓球 東京体育館 2021-08-01 19:30 22:30 男子団体 1 回戦／  
女子団体 1 回戦

卓球 東京体育館 2021-08-02 10:00 13:00 男子団体 1 回戦／  
女子団体 1 回戦

卓球 東京体育館 2021-08-02 14:30 17:30 男子団体準々決勝／  
女子団体準々決勝

卓球 東京体育館 2021-08-02 19:30 22:30 男子団体準々決勝／  
女子団体準々決勝

卓球 東京体育館 2021-08-03 10:00 13:00 男子団体準々決勝／  
女子団体準々決勝

卓球 東京体育館 2021-08-03 14:30 17:30 男子団体準々決勝／  
女子団体準々決勝

卓球 東京体育館 2021-08-03 19:30 22:30 女子団体準決勝
卓球 東京体育館 2021-08-04 10:00 13:00 女子団体準決勝
卓球 東京体育館 2021-08-04 14:30 17:30 男子団体準決勝
卓球 東京体育館 2021-08-04 19:30 22:30 男子団体準決勝
卓球 東京体育館 2021-08-05 11:00 14:00 女子団体 3 位決定戦

卓球 東京体育館 2021-08-05 19:30 22:40 女子団体決勝戦／  
女子団体表彰式

卓球 東京体育館 2021-08-06 11:00 14:00 男子団体 3 位決定戦

卓球 東京体育館 2021-08-06 19:30 22:40 男子団体決勝戦／  
男子団体表彰式

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 2021-07-31 10:10 12:20 女子パークシーディングラン／  

男子パークシーディングラン

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 2021-08-01 10:10 12:50

女子パーク決勝／  
男子パーク決勝／  
女子パーク表彰式／  
男子パーク表彰式

自転車競技（ BMXレーシン
グ） 有明アーバンスポーツパーク 2021-07-29 10:00 12:00 男子準々決勝／  

女子準々決勝

自転車競技（ BMXレーシン
グ） 有明アーバンスポーツパーク 2021-07-30 10:00 12:20

男子準決勝／  
女子準決勝／  
男子決勝／  
女子決勝／  
男子表彰式／  
女子表彰式



122 

競技（ 種別 ） 会場 日程 開始時間 終了時間

自転車競技（トラック） 伊豆ベロドローム 2021-08-02 15:30 18:30

女子チームスプリント予選／  
女子チームパーシュート予選／  
女子チームスプリント第 1ラウンド／  
男子チームパーシュート予選／  
女子チームスプリント決勝／  
女子チームスプリント表彰式

自転車競技（トラック） 伊豆ベロドローム 2021-08-03 15:30 18:10

女子チームパーシュート第 1ラウンド／  
男子チームスプリント予選／  
男子チームパーシュート第 1ラウンド／  
男子チームスプリント第 1ラウンド／  
女子チームパーシュート決勝／  
男子チームスプリント決勝／  
女子チームパーシュート表彰式／  
男子チームスプリント表彰式

自転車競技（トラック） 伊豆ベロドローム 2021-08-04 15:30 19:00

男子スプリント予選／  
女子ケイリン第 1ラウンド／  
男子スプリント1/32 決勝／  
女子ケイリン敗者復活戦／  
男子スプリント1/32 決勝敗者復活戦／  
男子チームパーシュート決勝／  
男子スプリント1/16 決勝／  
男子チームパーシュート表彰式／  
男子スプリント 1/16 決勝敗者復活戦

自転車競技（トラック） 伊豆ベロドローム 2021-08-05 15:30 18:50

男子オムニアムⅠスクラッチレース／  
男子スプリント1/8 決勝／  
女子ケイリン準々決勝／  
男子スプリント1/8 決勝敗者復活戦／  
男子オムニアムⅡテンポレース／  
男子スプリント準々決勝／  
女子ケイリン準決勝／  
男子オムニアムⅢエリミネーションレース／  
女子ケイリン決勝 7-12 位決定戦／  
女子ケイリン決勝 1-6 位決定戦／  
男子オムニアムⅣポイントレース／  
男子スプリント決勝 5-8 位決定戦／  
女子ケイリン表彰式／  
男子オムニアム表彰式

自転車競技（トラック） 伊豆ベロドローム 2021-08-06 15:30 19:15

女子スプリント予選／  
男子スプリント準決勝／  
女子スプリント1/32 決勝／  
女子スプリント1/32 決勝敗者復活戦／  
女子マディソン決勝／  
男子スプリント決勝／  
女子スプリント1/16 決勝／  
女子マディソン表彰式／  
女子スプリント1/16 決勝敗者復活戦／  
男子スプリント表彰式

自転車競技（トラック） 伊豆ベロドローム 2021-08-07 15:30 18:25

女子スプリント1/8 決勝／  
男子ケイリン第 1ラウンド／  
女子スプリント1/8 決勝敗者復活戦／  
男子ケイリン敗者復活戦／  
女子スプリント準々決勝／  
男子マディソン決勝／  
男子マディソン表彰式

自転車競技（トラック） 伊豆ベロドローム 2021-08-08 10:00 13:15

女子オムニアムⅠスクラッチレース／  
女子スプリント準決勝／  
男子ケイリン準々決勝／  
女子オムニアムⅡテンポレース／  
女子スプリント決勝 5-8 位決定戦／  
男子ケイリン準決勝／  
女子スプリント決勝／  
女子オムニアムⅢエリミネーションレース／  
男子ケイリン決勝 7-12 位決定戦／  
男子ケイリン決勝 1-6 位決定戦／  
男子ケイリン表彰式／  
女子オムニアムⅣポイントレース／  
女子スプリント表彰式／  
女子オムニアム表彰式

自転車競技（マウンテンバイ
ク） 伊豆 MTBコース 2021-07-26 15:00 17:00 男子クロスカントリー／  

男子クロスカントリー表彰式
自転車競技（マウンテンバイ
ク） 伊豆 MTBコース 2021-07-27 15:00 17:00 女子クロスカントリー／  

女子クロスカントリー表彰式

自転車競技（ ロード） 富士スピードウェイ 2021-07-24 11:00 18:15
男子ロードレース／  
男子ロードレース表彰式 
※スタートは武蔵野の森公園
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競技（ 種別 ） 会場 日程 開始時間 終了時間

自転車競技（ ロード） 富士スピードウェイ 2021-07-25 13:00 17:35
女子ロードレース／  
女子ロードレース表彰式 
※スタートは武蔵野の森公園

自転車競技（ ロード） 富士スピードウェイ 2021-07-28 11:30 17:40

女子個人タイムトライアル／ 
女子個人タイムトライアル表彰式／ 
男子個人タイムトライアル／   
男子個人タイムトライアル表彰式

※本競技スケジュールは今後変更される可能性があります。
*IOC news story（ 英語 ） https://www.olympic.org/news/ioc-receives-wada-s-crc-confirmation-that-implementation-guidelines-for-cas-decision-

regarding-rusada-will-not-lead-to-non-compliance-procedures-if-fully-applied
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東京2020パラリンピック　競技日程（種目実施日程）
競技（ 種別 ） 会場 日程 開始時間 終了時間

開・閉会式 オリンピックスタジアム 2021-08-24 20:00 23:00 開会式
開・閉会式 オリンピックスタジアム 2021-09-05 20:00 22:30 閉会式

5 人制サッカー 青海アーバンスポーツパーク 2021-08-29 09:00 13:00 男子予選 - グループA 日本 vs フランス／ 
男子予選 - グループA ブラジル vs 中国

5 人制サッカー 青海アーバンスポーツパーク 2021-08-29 16:30 18:00 男子予選 - グループB アルゼンチン vs モロッコ
5 人制サッカー 青海アーバンスポーツパーク 2021-08-29 19:30 21:00 男子予選 - グループB スペイン vs タイ

5 人制サッカー 青海アーバンスポーツパーク 2021-08-30 09:00 13:00 男子予選 - グループA 中国 vs フランス／ 
男子予選 - グループA ブラジル vs 日本

5 人制サッカー 青海アーバンスポーツパーク 2021-08-30 16:30 18:00 男子予選 - グループB タイ vs モロッコ
5 人制サッカー 青海アーバンスポーツパーク 2021-08-30 19:30 21:00 男子予選 - グループB スペイン vs アルゼンチン

5 人制サッカー 青海アーバンスポーツパーク 2021-08-31 09:00 13:00 男子予選 - グループA 日本 vs 中国／ 
男子予選 - グループA フランス vs ブラジル

5 人制サッカー 青海アーバンスポーツパーク 2021-08-31 16:30 18:00 男子予選 - グループB アルゼンチン vs タイ
5 人制サッカー 青海アーバンスポーツパーク 2021-08-31 19:30 21:00 男子予選 - グループB モロッコ vs スペイン

5 人制サッカー 青海アーバンスポーツパーク 2021-09-02 09:00 13:00 男子 7-8 位決定戦／ 
男子 5-6 位決定戦

5 人制サッカー 青海アーバンスポーツパーク 2021-09-02 16:30 18:00 男子準決勝 - 1 組
5 人制サッカー 青海アーバンスポーツパーク 2021-09-02 19:30 21:00 男子準決勝 - 2 組
5 人制サッカー 青海アーバンスポーツパーク 2021-09-04 11:30 13:00 男子 3 位決定戦

5 人制サッカー 青海アーバンスポーツパーク 2021-09-04 17:30 19:35 男子決勝／ 
男子表彰式

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2021-08-27 09:00 12:00

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／ 
女子リカーブ オープン ランキングラウンド 
※チケットの販売はございません。

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2021-08-27 14:00 17:00
男子リカーブ オープン ランキングラウンド／ 
男子コンパウンド オープン ランキングラウンド 
※チケットの販売はございません。

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2021-08-28 09:00 14:55 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

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2021-08-28 17:30 20:15

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

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2021-08-29 09:00 12:50 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

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2021-08-29 17:30 20:35

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

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2021-08-30 09:00 14:15

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

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2021-08-30 17:30 21:20

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

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2021-08-31 09:00 14:15

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

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2021-08-31 17:30 21:20

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

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2021-09-02 10:00 14:15 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

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2021-09-02 17:30 19:55

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
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競技（ 種別 ） 会場 日程 開始時間 終了時間
アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2021-09-03 10:00 14:15 男子個人リカーブ オープン 1 回戦

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2021-09-03 17:30 21:55

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

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2021-09-04 10:00 12:00 混合チームリカーブ オープン 1 回戦

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2021-09-04 17:30 20:35

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

カヌー（スプリント） 海の森水上競技場 2021-09-02 09:30 11:40

男子 KL1 予選／ 
女子 VL2 予選／ 
男子 KL2 予選／ 
男子 KL3 予選／ 
女子 KL1 予選／ 
女子 KL2 予選／ 
男子 VL2 予選／ 
女子 KL3 予選／ 
男子 VL3 予選

カヌー（スプリント） 海の森水上競技場 2021-09-03 09:30 12:10

男子 KL1 準決勝／ 
女子 VL2 準決勝／ 
男子 KL2 準決勝／ 
男子 KL3 準決勝／ 
男子 KL1 決勝／ 
女子 VL2 決勝／ 
男子 KL2 決勝／ 
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

カヌー（スプリント） 海の森水上競技場 2021-09-04 09:30 12:30

女子 KL1 準決勝／ 
女子 KL2 準決勝／ 
男子 VL2 準決勝／ 
女子 KL3 準決勝／ 
男子 VL3 準決勝／ 
女子 KL1 決勝／ 
女子 KL2 決勝／ 
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

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2021-08-25 09:00 11:45
男子予選 - グループA ブラジル vs リトアニア／ 
女子予選 - グループC RPC* vs カナダ 
*IPC news story（ 英語 ）

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2021-08-25 13:15 16:00 男子予選 - グループA アルジェリア vs 日本／ 
女子予選 - グループD トルコ vs 日本

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2021-08-25 17:30 21:45
男子予選 - グループB ドイツ vs トルコ／ 
女子予選 - グループC イスラエル vs オーストラリア ／ 
女子予選 - グループD ブラジル vs アメリカ合衆国

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2021-08-26 09:00 11:45
男子予選 - グループB ベルギー vs 中国／ 
女子予選 - グループC 中国 vs RPC* 
*IPC news story（ 英語 ）

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2021-08-26 13:15 16:00 男子予選 - グループA アメリカ合衆国 vs ブラジル／ 
女子予選 - グループD エジプト vs トルコ

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2021-08-26 17:30 21:45
男子予選 - グループB ウクライナ vs ドイツ ／ 
男子予選 - グループA リトアニア vs アルジェリア ／ 
女子予選 - グループC カナダ vs イスラエル

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2021-08-27 09:00 11:45 男子予選 - グループB トルコ vs ベルギー／ 
女子予選 - グループD 日本 vs ブラジル

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2021-08-27 13:15 16:00 男子予選 - グループA 日本 vs アメリカ合衆国／ 
女子予選 - グループC オーストラリア vs 中国

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2021-08-27 17:30 21:45
男子予選 - グループB 中国 vs ウクライナ ／ 
女子予選 - グループD アメリカ合衆国 vs エジプト ／ 
男子予選 - グループA ブラジル vs アルジェリア

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2021-08-28 09:00 11:45 女子予選 - グループC カナダ vs オーストラリア／ 
男子予選 - グループB トルコ vs 中国

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2021-08-28 13:15 16:00 女子予選 - グループD 日本 vs アメリカ合衆国／ 
男子予選 - グループA リトアニア vs 日本
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競技（ 種別 ） 会場 日程 開始時間 終了時間

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2021-08-28 17:30 21:45

女子予選 - グループC RPC* vs イスラエル／ 
男子予選 - グループB ドイツ vs ベルギー／ 
女子予選 - グループD トルコ vs ブラジル 
*IPC news story（ 英語 ）

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2021-08-29 09:00 11:45 男子予選 - グループA 日本 vs ブラジル／ 
女子予選 - グループD エジプト vs 日本

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2021-08-29 13:15 16:00 男子予選 - グループB ベルギー vs ウクライナ／ 
女子予選 - グループC イスラエル vs 中国

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2021-08-29 17:30 20:15
男子予選 - グループA アルジェリア vs アメリカ合衆国／ 
女子予選 - グループC オーストラリア vs RPC* 
*IPC news story（ 英語 ）

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2021-08-30 09:00 11:45 男子予選 - グループB ウクライナ vs トルコ／ 
女子予選 - グループD ブラジル vs エジプト

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2021-08-30 13:15 16:00 男子予選 - グループA アメリカ合衆国 vs リトアニア／ 
女子予選 - グループC 中国 vs カナダ

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2021-08-30 17:30 20:15 男子予選 - グループB 中国 vs ドイツ／ 
女子予選 - グループD アメリカ合衆国 vs トルコ

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2021-08-31 13:15 16:15 男子準々決勝（ 2 試合 ）
ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2021-08-31 17:45 20:45 男子準々決勝（ 2 試合 ）
ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2021-09-01 13:15 16:15 女子準々決勝（ 2 試合 ）
ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2021-09-01 17:45 20:45 女子準々決勝（ 2 試合 ）

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2021-09-02 13:15 16:15 男子準決勝／ 
女子準決勝

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2021-09-02 17:45 20:45 男子準決勝／ 
女子準決勝

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2021-09-03 13:15 16:15 女子 3 位決定戦／ 
男子 3 位決定戦

ゴールボール 幕張メッセ Cホール 2021-09-03 17:45 21:55

女子決勝／ 
男子決勝／ 
女子表彰式／ 
男子表彰式

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2021-08-27 10:00 11:30 女子予選 - A 組 日本 vs イタリア

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2021-08-27 14:00 15:30 男子予選 - A 組 日本 vs RPC* 
*IPC news story（ 英語 ）

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2021-08-27 18:30 22:00 女子予選 - A 組 ブラジル vs カナダ ／ 
男子予選 - A 組 エジプト vs ボスニア・ヘルツェゴビナ

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2021-08-28 10:00 11:30 男子予選 - B 組 イラン・イスラム共和国 vs ドイツ
シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2021-08-28 14:00 15:30 女子予選 - B 組 アメリカ合衆国 vs ルワンダ

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2021-08-28 18:30 22:00
男子予選 - B 組 ブラジル vs 中国 ／ 
女子予選 - B 組 中国 vs RPC* 
*IPC news story（ 英語 ）

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2021-08-29 10:00 11:30 男子予選 - A 組 RPC* vs ボスニア・ヘルツェゴビナ 
*IPC news story（ 英語 ）

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2021-08-29 14:00 15:30 女子予選 - A 組 イタリア vs カナダ 

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2021-08-29 18:30 22:00 男子予選 - A 組 日本 vs エジプト／  
女子予選 - A 組 日本 vs ブラジル

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2021-08-30 10:00 11:30 女子予選 - B 組 ルワンダ vs RPC* 
*IPC news story（ 英語 ）

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2021-08-30 14:00 15:30 男子予選 - B 組 ドイツ vs 中国

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2021-08-30 18:30 22:00 女子予選 - B 組 アメリカ合衆国 vs 中国／ 
男子予選 - B 組 イラン・イスラム共和国 vs ブラジル

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2021-08-31 10:00 11:30 男子予選 - A 組 エジプトvs RPC* 
*IPC news story（ 英語 ）

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2021-08-31 14:00 15:30 男子予選 - B 組 ブラジル vs ドイツ

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2021-08-31 18:30 22:00 男子予選 - B 組 中国 vs イラン・イスラム共和国 ／ 
男子予選 - A 組 ボスニア・ヘルツェゴビナ vs 日本

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2021-09-01 10:00 11:30 女子予選 - A 組 ブラジル vs イタリア
シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2021-09-01 14:00 15:30 女子予選 - B 組 中国 vs ルワンダ

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2021-09-01 18:30 22:00
女子予選 - B 組 RPC* vs アメリカ合衆国 ／ 
女子予選 - A 組 カナダ vs 日本 
*IPC news story（ 英語 ）

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2021-09-02 13:30 17:00 男子 7-8 位決定戦／ 
男子 5-6 位決定戦

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2021-09-02 18:30 22:00 男子準決勝（ 2 試合 ）

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2021-09-03 13:30 17:00 女子 7-8 位決定戦／ 
女子 5-6 位決定戦

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2021-09-03 18:30 22:00 女子準決勝（ 2 試合 ）

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2021-09-04 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

シッティングバレーボール 幕張メッセ Aホール 2021-09-05 10:00 13:00 女子決勝／ 
女子表彰式
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競技（ 種別 ） 会場 日程 開始時間 終了時間

テコンドー 幕張メッセ Bホール 2021-09-02 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 ）

テコンドー 幕張メッセ Bホール 2021-09-02 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

テコンドー 幕張メッセ Bホール 2021-09-03 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 ）

テコンドー 幕張メッセ Bホール 2021-09-03 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

テコンドー 幕張メッセ Bホール 2021-09-04 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 ）

テコンドー 幕張メッセ Bホール 2021-09-04 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

トライアスロン お台場海浜公園 2021-08-28 06:30 11:00

男子 PTS4 ／ 
女子 PTS2 ／ 
男子 PTVI ／ 
女子 PTVI ／ 
女子 PTS2 表彰式／ 
男子 PTS4 表彰式／ 
女子 PTVI 表彰式／ 
男子 PTVI 表彰式

トライアスロン お台場海浜公園 2021-08-29 06:30 11:10

男子 PTWC ／ 
女子 PTWC ／ 
男子 PTS5 ／ 
女子 PTS5 ／ 
女子 PTWC 表彰式／ 
男子 PTWC 表彰式／ 
女子 PTS5 表彰式／ 
男子 PTS5 表彰式

バドミントン 国立代々木競技場 2021-09-01 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



128 

競技（ 種別 ） 会場 日程 開始時間 終了時間

バドミントン 国立代々木競技場 2021-09-02 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 SH6 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

バドミントン 国立代々木競技場 2021-09-03 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 SH6 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

バドミントン 国立代々木競技場 2021-09-04 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 SH6 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／ 
男子シングルス WH1 3 位決定戦・決勝／ 
女子シングルス SU5 3 位決定戦・決勝／ 
女子シングルス WH1 3 位決定戦・決勝／ 
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／ 
女子シングルス WH2 3 位決定戦・決勝／ 
女子ダブルス SL3-SU5 3 位決定戦・決勝／ 
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

バドミントン 国立代々木競技場 2021-09-05 09:00 14:00

女子シングルス SL4 3 位決定戦・決勝／ 
男子シングルス WH2 3 位決定戦・決勝／ 
男子シングルス SL4 3 位決定戦・決勝／ 
女子ダブルス WH1-WH2 3 位決定戦・決勝／ 
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 SH6 3 位決定戦・決勝／ 
男子ダブルス WH1-WH2 3 位決定戦・決勝／ 
混合ダブルス SL3-SU5 3 位決定戦・決勝／ 
男子シングルス SH6 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

パワーリフティング 東京国際フォーラム 2021-08-26 11:00 14:20

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
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パワーリフティング 東京国際フォーラム 2021-08-26 16:30 19:40

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

パワーリフティング 東京国際フォーラム 2021-08-27 11:00 14:20

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

パワーリフティング 東京国際フォーラム 2021-08-27 16:30 19:50

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

パワーリフティング 東京国際フォーラム 2021-08-28 11:00 14:15

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

パワーリフティング 東京国際フォーラム 2021-08-28 16:30 19:45

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

パワーリフティング 東京国際フォーラム 2021-08-29 11:00 14:15

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

パワーリフティング 東京国際フォーラム 2021-08-29 16:30 19:40

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

パワーリフティング 東京国際フォーラム 2021-08-30 11:00 14:10

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

パワーリフティング 東京国際フォーラム 2021-08-30 16:30 19:40

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

ボート 海の森水上競技場 2021-08-27 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

ボート 海の森水上競技場 2021-08-28 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

ボート 海の森水上競技場 2021-08-29 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

ボッチャ 有明体操競技場 2021-08-28 09:30 14:20

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

ボッチャ 有明体操競技場 2021-08-28 16:00 20:50

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

ボッチャ 有明体操競技場 2021-08-29 09:30 14:20

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

ボッチャ 有明体操競技場 2021-08-29 16:00 20:50

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

ボッチャ 有明体操競技場 2021-08-30 09:30 14:20

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

ボッチャ 有明体操競技場 2021-08-30 16:00 20:50

混合個人 BC4 予選（ 6 試合 ）／ 
混合個人 BC1 予選（ 6 試合 ）／ 
混合個人 BC3 予選（ 6 試合 ）／ 
混合個人 BC2 予選（ 6 試合 ）
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ボッチャ 有明体操競技場 2021-08-31 09:30 14:20

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

ボッチャ 有明体操競技場 2021-08-31 16:00 19:45

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

ボッチャ 有明体操競技場 2021-09-01 09:30 13:25

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

ボッチャ 有明体操競技場 2021-09-01 15:05 19:45

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

ボッチャ 有明体操競技場 2021-09-02 09:30 12:55
混合チームBC1/BC2 予選（ 4 試合 ）／ 
混合ペア BC4 予選（ 4 試合 ）／ 
混合ペア BC3 予選（ 4 試合 ）

ボッチャ 有明体操競技場 2021-09-02 14:25 19:45
混合チームBC1/BC2 予選（ 8 試合 ）／ 
混合ペア BC4 予選（ 6 試合 ）／ 
混合ペア BC3 予選（ 4 試合 ）

ボッチャ 有明体操競技場 2021-09-03 09:30 12:55
混合ペア BC3 予選（ 4 試合 ）／ 
混合ペア BC4 予選（ 4 試合 ）／ 
混合チーム BC1/BC2 予選（ 4 試合 ）

ボッチャ 有明体操競技場 2021-09-03 14:25 19:35
混合ペア BC3 予選（ 8 試合 ）／ 
混合ペア BC4 予選（ 6 試合 ）／ 
混合チーム BC1/BC2 予選（ 4 試合 ）

ボッチャ 有明体操競技場 2021-09-04 09:30 13:50

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

ボッチャ 有明体操競技場 2021-09-04 15:20 21:15

混合ペア BC4 決勝／ 
混合ペア BC4 表彰式／ 
混合ペア BC3 決勝／ 
混合ペア BC3 表彰式／ 
混合チーム BC1/BC2 決勝／ 
混合チーム BC1/BC2 表彰式

車いすテニス 有明テニスの森 （センター
コート） 2021-08-27 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。

車いすテニス 有明テニスの森 （コート1 ） 2021-08-27 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。

車いすテニス 有明テニスの森 （コート2 ） 2021-08-27 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。

車いすテニス 有明テニスの森 （コート3-9 ） 2021-08-27 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。

車いすテニス 有明テニスの森 （センター
コート） 2021-08-28 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。

車いすテニス 有明テニスの森 （コート1 ） 2021-08-28 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。
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車いすテニス 有明テニスの森 （コート2 ） 2021-08-28 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。

車いすテニス 有明テニスの森 （コート3-9 ） 2021-08-28 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。

車いすテニス 有明テニスの森 （センター
コート） 2021-08-29 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。

車いすテニス 有明テニスの森 （コート1 ） 2021-08-29 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。

車いすテニス 有明テニスの森 （コート2 ） 2021-08-29 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。

車いすテニス 有明テニスの森 （コート3-9 ） 2021-08-29 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。

車いすテニス 有明テニスの森 （センター
コート） 2021-08-30 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。

車いすテニス 有明テニスの森 （コート1 ） 2021-08-30 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。

車いすテニス 有明テニスの森 （コート2 ） 2021-08-30 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。

車いすテニス 有明テニスの森 （コート3-9 ） 2021-08-30 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。

車いすテニス 有明テニスの森 （センター
コート） 2021-08-31 11:00 20:00

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。

車いすテニス 有明テニスの森 （コート1 ） 2021-08-31 11:00 20:00

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。

車いすテニス 有明テニスの森 （コート2 ） 2021-08-31 11:00 20:00
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。

車いすテニス 有明テニスの森 （コート3 ） 2021-08-31 11:00 20:00
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。
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車いすテニス 有明テニスの森 （センター
コート） 2021-09-01 11:00 20:00

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。

車いすテニス 有明テニスの森 （コート1 ） 2021-09-01 11:00 20:00

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。

車いすテニス 有明テニスの森 （コート2 ） 2021-09-01 11:00 20:00
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。

車いすテニス 有明テニスの森 （センター
コート） 2021-09-02 12:00 20:00

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。

車いすテニス 有明テニスの森 （コート1 ） 2021-09-02 12:00 20:00

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。

車いすテニス 有明テニスの森 （センター
コート） 2021-09-03 12:00 18:00

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。

車いすテニス 有明テニスの森 （センター
コート） 2021-09-04 12:00 18:00

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。

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 2021-08-25 09:00 13:00 女子予選 - グループB アルジェリア vs 中国／ 

女子予選 - グループB オランダ vs アメリカ合衆国

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 2021-08-25 14:45 18:45 女子予選 - グループA 英国 vs カナダ／ 

女子予選 - グループA オーストラリア vs 日本

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 2021-08-25 20:30 22:15 男子予選 - グループA スペイン vs 大韓民国

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 2021-08-26 09:00 13:00 女子予選 - グループA ドイツ vs オーストラリア／ 

女子予選 - グループA 日本 vs 英国

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2021-08-26 09:00 13:00 男子予選 - グループB アメリカ合衆国 vs ドイツ／ 
男子予選 - グループA カナダ vs スペイン

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 2021-08-26 14:45 18:45 男子予選 - グループB オーストラリア vs イラン／ 

男子予選 - グループA 大韓民国 vs トルコ

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2021-08-26 14:45 18:45 男子予選 - グループB 英国 vs アルジェリア／ 
女子予選 - グループB アメリカ合衆国 vs スペイン

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 2021-08-26 20:30 22:15 男子予選 - グループA コロンビア vs 日本

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2021-08-26 20:30 22:15 女子予選 - グループB 中国 vs オランダ

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 2021-08-27 09:00 13:00 男子予選 - グループB アルジェリア vs オーストラリア／ 

男子予選 - グループA トルコ vs カナダ

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2021-08-27 09:00 13:00 女子予選 - グループA カナダ vs 日本 ／ 
女子予選 - グループB オランダ vs アルジェリア

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 2021-08-27 14:45 18:45 男子予選 - グループB ドイツ vs 英国／ 

女子予選 - グループB スペイン vs 中国

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2021-08-27 14:45 18:45 男子予選 - グループA スペイン vs コロンビア／ 
男子予選 - グループB イラン vs アメリカ合衆国

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 2021-08-27 20:30 22:15 女子予選 - グループA 英国 vs ドイツ

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2021-08-27 20:30 22:15 男子予選 - グループA 日本 vs 大韓民国

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 2021-08-28 09:00 13:00 女子予選 - グループB アメリカ合衆国 vs 中国／ 

女子予選 - グループB アルジェリア vs スペイン

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2021-08-28 09:00 13:00 男子予選 - グループA トルコ vs スペイン／ 
男子予選 - グループB オーストラリア vs ドイツ

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 2021-08-28 14:45 18:45 男子予選 - グループB アルジェリア vs イラン／ 

男子予選 - グループB 英国 vs アメリカ合衆国

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2021-08-28 14:45 18:45 男子予選 - グループA 日本 vs カナダ／ 
女子予選 - グループA ドイツ vs カナダ

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 2021-08-28 20:30 22:15 男子予選 - グループA 大韓民国 vs コロンビア
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車いすバスケットボール 有明アリーナ 2021-08-28 20:30 22:15 女子予選 - グループA オーストラリア vs 英国

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 2021-08-29 09:00 13:00 男子予選 - グループB イラン vs 英国／ 

男子予選 - グループA コロンビア vs トルコ

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2021-08-29 09:00 13:00 女子予選 - グループB スペイン vs オランダ／ 
女子予選 - グループA 日本 vs ドイツ

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 2021-08-29 14:45 18:45 男子予選 - グループB アメリカ合衆国 vs オーストラリア／ 

女子予選 - グループB アルジェリア vs アメリカ合衆国

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2021-08-29 14:45 18:45 男子予選 - グループB ドイツ vs アルジェリア／ 
男子予選 - グループA カナダ vs 大韓民国

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 2021-08-29 20:30 22:15 女子予選 - グループA カナダ vs オーストラリア

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2021-08-29 20:30 22:15 男子予選 - グループA スペイン vs 日本

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2021-08-30 09:00 13:00 男子予選 - グループA コロンビア vs カナダ／ 
男子予選 - グループB ドイツ vs イラン

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2021-08-30 14:45 18:45 男子予選 - グループA トルコ vs 日本／ 
男子予選 - グループB オーストラリア vs 英国

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2021-08-30 20:30 22:15 男子予選 - グループB アルジェリア vs アメリカ合衆国
車いすバスケットボール 有明アリーナ 2021-08-31 09:00 10:45 女子 9-10 位決定戦
車いすバスケットボール 有明アリーナ 2021-08-31 12:30 16:30 女子準々決勝（ 2 試合 ）
車いすバスケットボール 有明アリーナ 2021-08-31 18:15 22:15 女子準々決勝（ 2 試合 ）
車いすバスケットボール 有明アリーナ 2021-09-01 09:00 10:45 男子 11-12 位決定戦
車いすバスケットボール 有明アリーナ 2021-09-01 12:30 16:30 男子準々決勝（ 2 試合 ）
車いすバスケットボール 有明アリーナ 2021-09-01 18:15 22:15 男子準々決勝（ 2 試合 ）

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2021-09-02 12:30 16:30 男子 9-10 位決定戦／ 
女子 7-8 位決定戦

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2021-09-02 18:15 22:15 女子準決勝（ 2 試合 ）

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2021-09-03 12:30 16:30 男子 7-8 位決定戦／ 
女子 5-6 位決定戦

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2021-09-03 18:15 22:15 男子準決勝（ 2 試合 ）
車いすバスケットボール 有明アリーナ 2021-09-04 14:15 16:00 男子 5-6 位決定戦

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2021-09-04 17:45 22:15
女子 3 位決定戦／ 
女子決勝／ 
女子表彰式

車いすバスケットボール 有明アリーナ 2021-09-05 10:00 14:30
男子 3 位決定戦／ 
男子決勝／ 
男子表彰式

車いすフェンシング 幕張メッセ Bホール 2021-08-25 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

車いすフェンシング 幕張メッセ Bホール 2021-08-25 15:30 20:15

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

車いすフェンシング 幕張メッセ Bホール 2021-08-26 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
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車いすフェンシング 幕張メッセ Bホール 2021-08-26 17:00 21:45

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

車いすフェンシング 幕張メッセ Bホール 2021-08-27 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

車いすフェンシング 幕張メッセ Bホール 2021-08-27 17:30 21:15

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

車いすフェンシング 幕張メッセ Bホール 2021-08-28 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

車いすフェンシング 幕張メッセ Bホール 2021-08-28 16:30 21:15

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

車いすフェンシング 幕張メッセ Bホール 2021-08-29 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

車いすフェンシング 幕張メッセ Bホール 2021-08-29 17:30 21:15

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

車いすラグビー 国立代々木競技場 2021-08-25 11:30 15:45 混合予選 - グループB アメリカ合衆国 vs ニュージーランド／ 
混合予選 - グループA オーストラリア vs デンマーク

車いすラグビー 国立代々木競技場 2021-08-25 17:30 21:45 混合予選 - グループB 英国 vs カナダ／ 
混合予選 - グループA 日本 vs フランス

車いすラグビー 国立代々木競技場 2021-08-26 11:30 15:45 混合予選 - グループB カナダ vs アメリカ合衆国／ 
混合予選 - グループA 日本 vs デンマーク

車いすラグビー 国立代々木競技場 2021-08-26 17:30 21:45 混合予選 - グループA フランス vs オーストラリア／ 
混合予選 - グループB 英国 vs ニュージーランド

車いすラグビー 国立代々木競技場 2021-08-27 11:30 15:45 混合予選 - グループA デンマーク vs フランス／ 
混合予選 - グループA オーストラリア vs 日本

車いすラグビー 国立代々木競技場 2021-08-27 17:30 21:45 混合予選 - グループB アメリカ合衆国 vs 英国／ 
混合予選 - グループB ニュージーランド vs カナダ
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車いすラグビー 国立代々木競技場 2021-08-28 11:30 16:00 混合 7-8 位決定戦／ 
混合準決勝

車いすラグビー 国立代々木競技場 2021-08-28 17:30 21:45 混合準決勝／ 
混合 5-6 位決定戦

車いすラグビー 国立代々木競技場 2021-08-29 14:00 16:00 混合 3 位決定戦

車いすラグビー 国立代々木競技場 2021-08-29 18:00 20:15 混合決勝／ 
混合表彰式

陸上競技 オリンピックスタジアム 2021-08-27 09:30 12:50

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

陸上競技 オリンピックスタジアム 2021-08-27 19:00 22:00

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

陸上競技 オリンピックスタジアム 2021-08-28 09:30 12:50

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／ 
女子走幅跳 T64 決勝／ 
男子砲丸投 F55 表彰式／ 
男子 5000m T13 表彰式／ 
女子やり投 F13 決勝／ 
男子 100m T38 予選／ 
女子 5000m T54 表彰式／ 
男子 1500m T46 表彰式／ 
男子砲丸投 F12 表彰式／ 
女子 400m T11 決勝／ 
男子 400m T11 予選／ 
女子走幅跳 T64 表彰式／ 
女子やり投 F13 表彰式／ 
男子 100m T12 準決勝／ 
女子 400m T11 表彰式
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陸上競技 オリンピックスタジアム 2021-08-28 19:00 22:00

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

陸上競技 オリンピックスタジアム 2021-08-29 09:30 12:50

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

陸上競技 オリンピックスタジアム 2021-08-29 19:00 22:05

女子砲丸投 F20 決勝／ 
女子 800m T53 決勝／ 
女子走幅跳 T37 決勝／ 
女子 800m T54 決勝／ 
男子円盤投 F52 決勝／ 
男子走高跳 T47 決勝／ 
男子 400m T11 決勝／ 
女子 200m T35 決勝／ 
女子やり投 F34 決勝／ 
男子 100m T13 決勝／ 
男子 400m T53 決勝／ 
女子 800m T53 表彰式／ 
女子 800m T54 表彰式／ 
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／ 
女子走幅跳 T37 表彰式／ 
男子 100m T63 予選／ 
男子 100m T12 表彰式／ 
男子 1500m T52 表彰式
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競技（ 種別 ） 会場 日程 開始時間 終了時間

陸上競技 オリンピックスタジアム 2021-08-30 09:30 13:00

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

陸上競技 オリンピックスタジアム 2021-08-30 19:00 22:00

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

陸上競技 オリンピックスタジアム 2021-08-31 09:30 12:45

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



138 

競技（ 種別 ） 会場 日程 開始時間 終了時間

陸上競技 オリンピックスタジアム 2021-08-31 19:00 22:05

女子走幅跳 T38 決勝／ 
男子砲丸投 F20 決勝／ 
男子 400m T20 決勝／ 
男子砲丸投 F32 決勝／ 
男子走高跳 T63 決勝／ 
男子 400m T38 決勝／ 
女子砲丸投 F34 表彰式／ 
女子やり投 F56 表彰式／ 
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 T20 表彰式／ 
男子 400m T38 表彰式／ 
女子 400m T20 決勝／ 
女子 200m T64 表彰式／ 
女子 100m T11 表彰式／ 
女子 1500m T54 決勝／ 
女子 100m T13 表彰式／ 
女子 100m T47 表彰式／ 
男子 400m T12 予選／ 
女子 400m T37 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

陸上競技 オリンピックスタジアム 2021-09-01 09:30 12:40

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

陸上競技 オリンピックスタジアム 2021-09-01 19:00 21:50

女子砲丸投 F32 決勝／ 
女子砲丸投 F36 決勝／ 
女子 100m T36 決勝／ 
男子 100m T53 決勝／ 
男子 100m T54 決勝／ 
男子こん棒投 F51 決勝／ 
女子 100m T12 予選／ 
男子やり投 F34 表彰式／ 
女子 100m T36 表彰式／ 
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／ 
女子砲丸投 F36 表彰式／ 
男子 100m T53 表彰式／ 
男子 100m T54 表彰式／ 
男子 100m T11 準決勝／ 
女子 100m T53 表彰式／ 
女子 100m T54 表彰式／ 
女子砲丸投 F32 表彰式／ 
女子 100m T37 予選
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競技（ 種別 ） 会場 日程 開始時間 終了時間

陸上競技 オリンピックスタジアム 2021-09-02 09:30 12:55

女子砲丸投 F35 決勝／ 
男子走幅跳 T37 決勝／ 
男子 400m T12 決勝／ 
女子砲丸投 F57 決勝／ 
男子 400m T13 決勝／ 
女子 200m T11 予選／ 
男子円盤投 F11 決勝／ 
女子 100m T37 決勝／ 
男子走幅跳 T64 表彰式／ 
男子 400m T12 表彰式／ 
男子 400m T13 表彰式／ 
女子 100m T12 準決勝／ 
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／ 
女子 400m T53 予選／ 
女子砲丸投 F35 表彰式／ 
男子走幅跳 T37 表彰式／ 
男子円盤投 F11 表彰式／ 
女子 400m T54 予選

陸上競技 オリンピックスタジアム 2021-09-02 19:00 22:05

男子やり投 F13 決勝／ 
男子円盤投 F64 決勝／ 
男子 100m T11 決勝／ 
女子砲丸投 F33 決勝／ 
女子 100m T12 決勝／ 
男子 100m T52 予選／ 
女子 400m T53 決勝／ 
女子 400m T54 決勝／ 
女子走幅跳 T63 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／ 
男子砲丸投 F35 決勝／ 
女子 100m T64 予選／ 
男子円盤投 F64 表彰式／ 
男子 800m T53 表彰式／ 
女子 400m T13 予選／ 
男子 400m T62 予選／ 
男子 800m T54 表彰式／ 
女子走幅跳 T63 表彰式／ 
男子やり投 F13 表彰式

陸上競技 オリンピックスタジアム 2021-09-03 09:30 12:55

女子砲丸投 F12 決勝／ 
女子走幅跳 T47 決勝／ 
女子 200m T11 準決勝／ 
男子砲丸投 F35 表彰式／ 
女子砲丸投 F33 表彰式／ 
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／ 
男子円盤投 F37 決勝／ 
男子走高跳 T64 決勝／ 
男子 100m T52 決勝／ 
男子 200m T35 予選／ 
男子 1500m T20 表彰式／ 
女子 1500m T20 表彰式／ 
男子 800m T34 予選／ 
女子走幅跳 T47 表彰式／ 
女子砲丸投 F12 表彰式／ 
男子やり投 F54 表彰式／ 
4x100mユニバーサルリレー 予選／ 
男子 100m T52 表彰式／ 
男子円盤投 F37 表彰式
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競技（ 種別 ） 会場 日程 開始時間 終了時間

陸上競技 オリンピックスタジアム 2021-09-03 19:00 21:55

女子走幅跳 T20 決勝／ 
女子こん棒投 F51 決勝／ 
男子砲丸投 F57 決勝／ 
女子 100m T64 決勝／ 
男子走高跳 T64 表彰式／ 
女子やり投 F46 決勝 ／ 
男子 400m T62 決勝／ 
男子 200m T61 決勝／ 
女子 200m T12 予選／ 
男子 200m T37 予選 ／   
男子 100m T36 予選 ／   
女子 100m T64 表彰式／ 
男子 200m T61 表彰式／ 
男子 100m T51 決勝／ 
男子 400m T62 表彰式／ 
女子走幅跳 T20 表彰式／ 
男子 1500m T38 予選 ／ 
女子やり投 F46 表彰式／ 
男子 100m T51 表彰式／ 
女子こん棒投 F51 表彰式／ 
4x100mユニバーサルリレー決勝

陸上競技 オリンピックスタジアム 2021-09-04 09:30 12:40

女子やり投 F54 決勝／ 
男子砲丸投 F34 決勝／ 
女子砲丸投 F40 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／ 
男子 100m T36 決勝／ 
男子砲丸投 F57 表彰式／ 
女子 800m T34 表彰式／ 
男子 800m T34 表彰式／ 
女子 100m T63 予選／ 
女子 400m T13 表彰式／ 
男子 200m T35 表彰式／ 
男子 200m T64 予選／ 
男子 200m T37 表彰式／ 
男子 100m T36 表彰式／ 
女子 200m T47 予選／ 
女子砲丸投 F40 表彰式／ 
女子やり投 F54 表彰式／ 
男子走幅跳 T13 表彰式／ 
4x100mユニバーサルリレー表彰式

陸上競技 オリンピックスタジアム 2021-09-04 19:00 22:00

男子やり投 F41 決勝／ 
男子砲丸投 F33 決勝／ 
男子走幅跳 T20 決勝／ 
男子 1500m T38 決勝／ 
女子 200m T11 決勝／ 
女子 200m T12 決勝／ 
女子円盤投 F38 決勝／ 
男子砲丸投 F63 決勝／ 
女子 200m T47 決勝／ 
男子砲丸投 F34 表彰式／ 
男子 1500m T38 表彰式／ 
男子 200m T64 決勝／ 
女子 200m T11 表彰式／ 
女子 200m T12 表彰式／ 
女子 400m T38 決勝 ／ 
女子 200m T47 表彰式／ 
男子 200m T64 表彰式／ 
男子 400m T47 決勝／ 
男子やり投 F41 表彰式／ 
男子走幅跳 T20 表彰式 ／ 
女子 400m T38 表彰式／ 
女子 100m T63 決勝／ 
男子砲丸投 F63 表彰式／ 
女子円盤投 F38 表彰式／ 
男子 400m T47 表彰式／ 
男子砲丸投 F33 表彰式／ 
女子 100m T63 表彰式
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競技（ 種別 ） 会場 日程 開始時間 終了時間

陸上競技 オリンピックスタジアム 2021-09-05 06:30 11:30

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

馬術 馬事公苑 2021-08-26 16:00 23:30

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

馬術 馬事公苑 2021-08-27 16:00 22:45
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

馬術 馬事公苑 2021-08-28 17:00 22:10 団体

馬術 馬事公苑 2021-08-29 18:00 20:45 団体／ 
団体表彰式

馬術 馬事公苑 2021-08-30 16:00 23:15

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IV・V・III・II・I 表彰式

柔道 日本武道館 2021-08-27 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

柔道 日本武道館 2021-08-27 16:00 18:40

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

柔道 日本武道館 2021-08-28 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
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競技（ 種別 ） 会場 日程 開始時間 終了時間

柔道 日本武道館 2021-08-28 16:00 18:40

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

柔道 日本武道館 2021-08-29 10:30 14:00

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 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 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／ 
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 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

柔道 日本武道館 2021-08-29 16:30 19:50

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 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 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 100kg 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／ 
女子 70kg 超級表彰式／ 
男子 100kg 超級表彰式

射撃 陸上自衛隊朝霞訓練場 2021-08-30 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

射撃 陸上自衛隊朝霞訓練場 2021-08-31 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

射撃 陸上自衛隊朝霞訓練場 2021-09-01 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
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競技（ 種別 ） 会場 日程 開始時間 終了時間

射撃 陸上自衛隊朝霞訓練場 2021-09-02 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

射撃 陸上自衛隊朝霞訓練場 2021-09-03 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

射撃 陸上自衛隊朝霞訓練場 2021-09-04 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

射撃 陸上自衛隊朝霞訓練場 2021-09-05 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

水泳 東京アクアティクスセンター 2021-08-25 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

水泳 東京アクアティクスセンター 2021-08-25 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
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競技（ 種別 ） 会場 日程 開始時間 終了時間

水泳 東京アクアティクスセンター 2021-08-26 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

水泳 東京アクアティクスセンター 2021-08-26 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

水泳 東京アクアティクスセンター 2021-08-27 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
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競技（ 種別 ） 会場 日程 開始時間 終了時間

水泳 東京アクアティクスセンター 2021-08-27 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

水泳 東京アクアティクスセンター 2021-08-28 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

水泳 東京アクアティクスセンター 2021-08-28 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
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競技（ 種別 ） 会場 日程 開始時間 終了時間

水泳 東京アクアティクスセンター 2021-08-29 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

水泳 東京アクアティクスセンター 2021-08-29 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

水泳 東京アクアティクスセンター 2021-08-30 09:00 11:25

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
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競技（ 種別 ） 会場 日程 開始時間 終了時間

水泳 東京アクアティクスセンター 2021-08-30 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

水泳 東京アクアティクスセンター 2021-08-31 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

水泳 東京アクアティクスセンター 2021-08-31 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
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競技（ 種別 ） 会場 日程 開始時間 終了時間

水泳 東京アクアティクスセンター 2021-09-01 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

水泳 東京アクアティクスセンター 2021-09-01 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

水泳 東京アクアティクスセンター 2021-09-02 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
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競技（ 種別 ） 会場 日程 開始時間 終了時間

水泳 東京アクアティクスセンター 2021-09-02 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

水泳 東京アクアティクスセンター 2021-09-03 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

水泳 東京アクアティクスセンター 2021-09-03 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
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競技（ 種別 ） 会場 日程 開始時間 終了時間

卓球 東京体育館 2021-08-25 09:00 14:20

男子・女子シングルス予選 (WS9, MS3) ／ 
男子・女子シングルス予選 (MS9, MS3, WS3) ／ 
男子・女子シングルス予選 (MS9, WS6, WS3) ／ 
男子・女子シングルス予選 (MS8, WS6, WS3, MS2) ／ 
男子・女子シングルス予選 (MS8, MS2, WS4) ／ 
男子・女子シングルス予選 (WS8, MS6, WS4, MS5) ／ 
男子・女子シングルス予選 (MS6, WS4, MS5) ／ 
男子・女子シングルス予選 (MS6, WS11, MS1) 

卓球 東京体育館 2021-08-25 16:00 21:20

男子・女子シングルス予選 (MS10, WS11, WS1-2) ／ 
男子・女子シングルス予選 (MS10, WS7, MS4) ／ 
男子・女子シングルス予選 (WS10, WS7, MS4, WS5) ／ 
男子・女子シングルス予選 (WS10, MS11, WS5, WS3) ／ 
男子・女子シングルス予選 (MS11, MS7, WS3) ／ 
男子シングルス予選 (MS7, MS3) ／ 
男子・女子シングルス予選 (WS9, MS3, WS4) ／ 
女子シングルス予選 (WS8, WS4) 

卓球 東京体育館 2021-08-26 09:00 14:20

男子シングルス予選 (MS9, MS4) ／ 
男子・女子シングルス予選 (MS9, WS6, MS4, MS5) ／ 
男子・女子シングルス予選 (MS8, WS6, MS5, MS2) ／ 
男子シングルス予選 (MS8, MS2) ／ 
男子・女子シングルス予選 (MS6, WS1-2) ／ 
男子・女子シングルス予選 (MS6, WS11, MS1) ／ 
男子・女子シングルス予選 (WS11, MS11, WS4, WS5) ／ 
男子・女子シングルス予選 (MS11, MS10, WS4) 

卓球 東京体育館 2021-08-26 16:00 22:00

男子シングルス予選 (MS10, MS2) ／ 
男子・女子シングルス予選 (WS7, WS10, MS5, MS2) ／ 
男子・女子シングルス予選 (WS10, MS7, MS5, MS4) ／ 
男子シングルス予選 (MS7, MS4) ／ 
男子・女子シングルス予選 (MS7, MS9, WS1-2) ／ 
男子・女子シングルス予選 (MS9, WS6, MS3) ／ 
男子・女子シングルス予選 (WS6, MS8, MS3, WS3) ／ 
男子・女子シングルス予選 (MS8, WS3) ／ 
男子・女子シングルス予選 (MS8, WS9, WS3) 

卓球 東京体育館 2021-08-27 09:00 14:20

女子・男子シングルス予選 (WS9, MS6, WS5) ／ 
男子シングルス予選 (MS6, MS7, MS1) ／ 
女子・男子シングルス予選、男子シングルス決勝トーナメント1 回戦 
(WS8, MS7, MS2) ／ 
男子シングルス予選、女子・男子シングルス決勝トーナメント1 回戦 
(MS7, WS4, MS3) ／ 
男子シングルス予選、男子シングルス決勝トーナメント1 回戦 (MS11, 
MS3) ／ 
女子シングルス予選、女子シングルス準々決勝 (WS11, WS1-2) ／ 
女子シングルス予選、女子シングルス決勝トーナメント1 回戦 (WS7, 
WS3) ／ 
男子シングルス予選、男子シングルス決勝トーナメント1 回戦 (MS10, 
MS4) 

卓球 東京体育館 2021-08-27 16:00 22:00

男子・女子シングルス予選、女子シングルス準々決勝 (MS10, WS10, 
WS5) ／ 
女子シングルス予選、女子・男子シングルス準々決勝 (WS8, WS10, 
MS1) ／ 
男子シングルス決勝トーナメント1 回戦、男子シングルス準々決勝 
(MS6, MS7, MS5) ／ 
男子シングルス決勝トーナメント1 回戦、男子シングルス準々決勝
(MS8, MS2) ／ 
男子シングルス決勝トーナメント1 回戦、女子シングルス準々決勝
(MS8, WS6, WS3) ／ 
男子・女子シングルス準々決勝 (MS6, WS4) ／ 
男子シングルス準々決勝 (MS9, MS3) ／ 
男子シングルス準々決勝 (MS11, MS4) ／ 
男子シングルス準々決勝 (MS7) 

卓球 東京体育館 2021-08-28 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 (MS8, MS4) ／ 
女子シングルス準々決勝、女子シングルス準決勝(WS7, WS10, WS4)／ 
男子シングルス準々決勝、男子シングルス準決勝 (MS10, MS3) ／ 
男子・女子シングルス準決勝 (MS6, WS11, WS3) ／ 
男子・女子シングルス準決勝 (MS7, WS8, MS2) ／ 
男子・女子シングルス準決勝 (MS9, WS9, WS1-2) ／ 
男子・女子シングルス準決勝 (WS6, MS11, MS1) ／ 
男子・女子シングルス準決勝 (MS8, WS10, WS5) ／ 
男子・女子シングルス準決勝 (MS10, WS7, MS5) 
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競技（ 種別 ） 会場 日程 開始時間 終了時間

卓球 東京体育館 2021-08-28 16:30 21:30

女子シングルス決勝（ WS11 ）／ 
男子シングルス決勝（ MS6 ）／ 
女子シングルス表彰式（ WS11 ）／ 
男子シングルス決勝（ MS3 ）／ 
男子シングルス表彰式（ MS6 ）／ 
女子シングルス決勝（ WS1-2 ）／ 
男子シングルス表彰式（ MS3 ）／ 
男子シングルス決勝（ MS9 ）／ 
女子シングルス表彰式（ WS1-2 ）／ 
男子シングルス表彰式（ MS9 ）

卓球 東京体育館 2021-08-29 10:00 14:00

男子シングルス決勝（ MS5 ）／ 
女子シングルス決勝（ WS4 ）／ 
男子シングルス表彰式（ MS5 ）／ 
男子シングルス決勝（ MS7 ）／ 
女子シングルス表彰式（ WS4 ）／ 
女子シングルス決勝（ WS8 ）／ 
男子シングルス表彰式（ MS7 ）／ 
女子シングルス表彰式（ WS8 ）

卓球 東京体育館 2021-08-29 16:00 20:00

女子シングルス決勝（ WS5 ）／ 
女子シングルス決勝（ WS3 ）／ 
女子シングルス表彰式（ WS5 ）／ 
男子シングルス決勝（ MS11 ）／ 
女子シングルス表彰式（ WS3 ）／ 
男子シングルス決勝（ MS10 ）／ 
男子シングルス表彰式（ MS11 ）／ 
男子シングルス表彰式（ MS10 ）

卓球 東京体育館 2021-08-30 10:00 14:00

女子シングルス決勝（ WS6 ）／ 
男子シングルス決勝（ MS8 ）／ 
女子シングルス表彰式（ WS6 ）／ 
女子シングルス決勝（ WS7 ）／ 
男子シングルス表彰式（ MS8 ）／ 
男子シングルス決勝（ MS1 ）／ 
女子シングルス表彰式（ WS7 ）／ 
男子シングルス表彰式（ MS1 ）

卓球 東京体育館 2021-08-30 16:00 20:00

男子シングルス決勝（ MS2 ）／ 
男子シングルス決勝（ MS4 ）／ 
男子シングルス表彰式（ MS2 ）／ 
女子シングルス決勝（ WS9 ）／ 
男子シングルス表彰式（ MS4 ）／ 
女子シングルス決勝（ WS10 ）／ 
女子シングルス表彰式（ WS9 ）／ 
女子シングルス表彰式（ WS10 ）

卓球 東京体育館 2021-08-31 10:00 14:30

男子団体決勝トーナメント1 回戦 (MT9-10, MT4-5) ／ 
男子団体決勝トーナメント1 回戦、女子団体準々決勝 (MT9-10, MT6-
7, WT4-5) ／ 
男子・女子団体準々決勝 (WT6-8, MT1-2) 

卓球 東京体育館 2021-08-31 16:30 21:00
男子・女子団体準々決勝 (MT8, WT1-3) ／ 
男子団体準々決勝 (MT9-10, MT4-5) ／ 
男子団体準々決勝 (MT6-7, MT3) 

卓球 東京体育館 2021-09-01 10:00 16:00
女子団体準々決勝、男子団体準決勝 (WT9-10, MT4-5) ／ 
男子・女子団体準決勝 (MT8, WT1-3) ／ 
男子・女子団体準決勝 (MT9-10, WT6-8, MT3) 

卓球 東京体育館 2021-09-01 17:30 21:30 男子団体準決勝 (MT6-7, MT1-2) ／ 
女子団体準決勝 (WT9-10, WT4-5) 

卓球 東京体育館 2021-09-02 10:00 15:30

男子団体決勝（ MT4-5 ）／ 
女子団体決勝（ WT6-8 ）／ 
女子団体決勝（ WT1-3 ）／ 
男子・女子団体表彰式（ MT4-5,WT6-8, WT1-3 ）

卓球 東京体育館 2021-09-02 17:00 21:00
男子団体決勝（ MT8 ）／ 
男子団体決勝（ MT3 ）／ 
男子団体表彰式（ MT8,MT3 ）

卓球 東京体育館 2021-09-03 10:00 15:30

女子団体決勝（ WT9-10 ）／ 
女子団体決勝（ WT4-5 ）／ 
男子団体決勝（ MT6-7 ）／ 
男子・女子団体表彰式（ WT9-10,WT4-5,MT6-7 ）

卓球 東京体育館 2021-09-03 17:00 21:00
男子団体決勝（ MT1-2 ）／ 
男子団体決勝（ MT9-10 ）／ 
男子団体表彰式（ MT1-2,MT9-10 ）
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競技（ 種別 ） 会場 日程 開始時間 終了時間

自転車競技（トラック） 伊豆ベロドローム 2021-08-25 10:00 15:25

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

自転車競技（トラック） 伊豆ベロドローム 2021-08-26 10:00 16:30

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

自転車競技（トラック） 伊豆ベロドローム 2021-08-27 10:00 16:15

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

自転車競技（トラック） 伊豆ベロドローム 2021-08-28 10:00 12:50

女子 B 3000m パーシュート予選／ 
混合 C1-5 750mチームスプリント予選／ 
男子 B 1000mタイムトライアル決勝／ 
女子 B 3000m パーシュート決勝／ 
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 パーシュート表彰式／ 
混合 C1-5 750mチームスプリント表彰式
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競技（ 種別 ） 会場 日程 開始時間 終了時間

自転車競技（ ロード） 富士スピードウェイ 2021-08-31 08:00 17:15

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

自転車競技（ ロード） 富士スピードウェイ 2021-09-01 09:30 17:05

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

自転車競技（ ロード） 富士スピードウェイ 2021-09-02 09:30 16:45

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

自転車競技（ ロード） 富士スピードウェイ 2021-09-03 09:30 16:45

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

※本競技スケジュールは今後変更される可能性があります。 
*IPC news story　https://www.paralympic.org/news/ipc-confirm-details-regarding-rpc-s-paralympic-games-participation
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東京2020オリンピック　競技日程変更履歴
NO 区分 競技 / 種別 セッション 

コード

Session Schedule 予定変更 競技日程変更 
委員会 
(CSCC)

変更理由DAY 日付 開始
時間

終了
時間

セッション
コード 日付 開始

時間
終了
時間

1 前倒し ボート ROW04 Day 3 2021/7/26 9:00 11:20

ROW02 2021/7/24 8:00 12:30
2021/7/23,  

16:00

7月26日に強風が予想さ
れるため、7月26日に予
定されていた競技を、7
月24日、7月25日のセッ
ションに追加して実施。

ROW03 2021/7/25 9:00 13:20

2 延期 ボート ROW05 Day 4 2021/7/27 8:30 12:00

ROW06 2021/7/28 8:10 13:00

2021/7/25,  
11:30

7月27日に強風が予想さ
れるため、7月27日に予
定されていた競技を、7
月28日、29日、30日の
セッションに追加して実
施。

ROW07 2021/7/29 8:30 12:20

ROW08 2021/7/30 7:50 10:55

3 延期 アーチェリー

ARC09 Day 4 2021/7/27 9:30 13:25 ARC09 2021/7/27 12:00 15:55

2021/7/25,  
17:45

台風の影響を避けるた
め、7月27日の9:30 ～
13:25に予定していた競
技の時間を変更。 
7月27日の16:00 ～
19:55に予定していた競
技を7月28日と29日の
セッションに追加して実
施。

ARC10 Day 4 2021/7/27 16:00 19:55 ARC11-13に予定変更

ARC11 Day 5 2021/7/28 9:30 13:25 ARC11 2021/7/28 9:30 14:45

ARC12 Day 5 2021/7/28 16:00 18:40 ARC12 2021/7/28 16:00 19:55

ARC13 Day 6 2021/7/29 9:30 13:25 ARC13 2021/7/29 9:30 14:45

4 前倒し サーフィン

SRF03 Day 4 2021/7/27 7:00 14:20 SRF03 2021/7/27 7:00 17:10
2021/07/26,  

18:25

波のコンディションを考
慮し、7月28日に予定し
ていた競技を、7月27日
のセッションに追加して
実施。

SRF04 Day 5 2021/7/28 8:00 10:50 SRF03に予定変更

5 遅延 テニス

TEN21 Day 6 2021/7/29 11:00 20:00 TEN21 2021/7/29 15:00 24:00

2021/7/28,  
19:30

高温が予想されるため、
全セッションの開始時間
を後ろ倒し。さらに7月
29日は追加でコート3を
使用。

TEN22 Day 6 2021/7/29 11:00 20:00 TEN22 2021/7/29 15:00 24:00

TEN23 Day 6 2021/7/29 11:00 20:00 TEN23 2021/7/29 15:00 24:00

TEN29 2021/7/29 15:00 24:00

TEN24 Day 7 2021/7/30 12:00 20:00 TEN24 2021/7/30 15:00 23:00

TEN25 Day 7 2021/7/30 12:00 20:00 TEN25 2021/7/30 15:00 23:00

TEN26 Day 8 2021/7/31 12:00 20:00 TEN26 2021/7/31 15:00 23:00

TEN27 Day 8 2021/7/31 12:00 20:00 TEN27 2021/7/31 15:00 23:00

TEN28 Day 9 2021/8/1 12:00 20:00 TEN28 2021/8/01 15:00 23:00

6 延期 ゴルフ
GLF02 Day 7 2021/7/30 7:30 16:00 GLF02

2021/7/30 7:30 16:00

2021/7/30,  
23:06

雷による中断のため、7
月30日のセッションの一
部を7月31日に延期。

2021/7/31 7:45 8:45

GLF03 Day 8 2021/7/31 7:30 16:00 GLF03 2021/7/31 9:30 16:15

7

延期

サッカー

FBL56
Day14 2021/8/6 11:00 14:00

FBL56
2021/8/6 21:00 24:00

2021/8/5,  
18:50

暑さ対策から、FBL56の
会場をオリンピックスタ
ジアムから横浜国際総
合競技場に変更し、セッ
ション開始時間を変更。 
FBL56との重複を避ける
ために、FBL57のセッショ
ン開始時間も変更。

@オリンピックスタジアム @ 横浜国際総合競技場

前倒し FBL57
Day14 2021/8/6 20:00 23:00

FBL57
2021/8/6 18:00 21:00

@ 埼玉スタジアム2002 @ 埼玉スタジアム2002

8
前倒し/

フォーマット
変更

ゴルフ GLF07 Day14 2021/8/6 7:30 16:00 GLF07 2021/8/6 7:30 14:00 2021/8/5,  
20:30

日中の暑さのピークを避
けるため、競技方法を1
ティー・スタートから2
ティー・スタートに変更。

9
前倒し/

フォーマット
変更

ゴルフ GLF08 Day15 2021/8/7 7:30 16:30 GLF08 2021/8/7 6:30 13:00 2021/8/6,  
14:48

日中の暑さのピークを避
けるため、競技方法を1
ティー・スタートから2
ティー・スタートに変更
し、セッションの開始時
間を7:30から6:30に前
倒し。

10 前倒し 陸上競技 ATH21 Day15 2021/8/7 7:00 10:15 ATH21 2021/8/7 6:00 9:15 2021/8/6,  
19:05

暑さが予想されるため、
競技開始時間を7時から
6 時に変更。
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東京2020パラリンピック　競技日程変更履歴
NO 区分 競技 / 種別 セッション 

コード

Session Schedule 予定変更 競技日程変更 
委員会 
(CSCC)

変更理由DAY 日付 開始
時間

終了
時間

セッション
コード 日付 開始

時間
終了
時間

1
遅延 /

フォーマット
変更

ボッチャ BOC07 Day 7 2021/8/31 9:30 14:20 BOC07 2021/8/31 10:45 14:20 2021/8/28,  
22:53

選手の出場辞退により、
試合数が減少したため
開始時間を後ろ倒し。

2 延期 アーチェリー ARC10 Day 7 2021/8/31 17:30 21:20 ARC10 2021/9/1 9:00 12:50 2021/8/31,  
14:00

雷が予報されているた
め、8月31日夜のセッショ
ンを9月1日に延期。

3 前倒し 車いすテニス

WTE24 Day 9 2021/9/2 12:00 20:00 WTE24 2021/9/2 10:00 23:00

2021/9/1,  
18:50

雨が予想されるため、9
月2日の屋外コートの
セッション(WTE25)を屋
内コートのセッション
(WTE24)に追加して実
施。

WTE25 Day 9 2021/9/2 12:00 20:00 WTE24に予定変更

4 前倒し 車いすテニス
WTE26 Day 10 2021/9/3 12:00 18:00 WTE26 2021/9/3 10:00 20:00 2021/9/2,  

11:52

9月2日のセッションで実
施できなかった試合を9
月3、4日のセッションに
追加して実施。WTE27 Day 11 2021/9/4 12:00 18:00 WTE27 2021/9/4 10:00 20:00
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東京2020テストイベントカレンダー
No 競技 種別 オリンピック・

パラリンピック イベント名 日程 会場 主催

1 セーリング オリンピック セーリングワールドカップシリー
ズ江の島大会 2018 2018 年 9月9日~16日 江の島ヨットハーバー ワールドセーリング／（ 公

財 ）日本セーリング連盟

2 水泳 水球 オリンピック 日本選手権水泳競技大会水球競
技 2018 年 10月5日~7日 東京辰巳国際水泳場 （ 公財 ）日本水泳連盟

3 近代五種 オリンピック UIPM 2019 近代五種 ワールド
カップファイナル 東京大会 2019 年 6月27日~30日

AGFフィールド 
武蔵野の森総合ス
ポーツプラザ

国際近代五種連合／（ 公
社 ）日本近代五種協会

4 ウエイトリフ
ティング オリンピック READY STEADY TOKYO ーウエ

イトリフティング 2019 年 7月6日~7日 東京国際フォーラム
東京 2020 組織委員会／

（ 公社 ）日本ウエイトリフ
ティング協会

5 アーチェリー オリンピック・
パラリンピック

READY STEADY TOKYO ーアー
チェリー 2019 年 7月12日~18日 夢の島公園アーチェ

リー場 東京 2020 組織委員会

6 サーフィン オリンピック READY STEADY TOKYO ーサー
フィン 2019 年 7月18日~21日 釣ヶ崎海岸サーフィン

ビーチ 東京 2020 組織委員会

7 自転車競技 ロード オリンピック READY STEADY TOKYO ー自転
車競技（ ロード） 2019 年 7月21日

スタート：武蔵野の森
公園 
ゴール：富士スピード
ウェイ

東京 2020 組織委員会

8 バドミントン オリンピック
ダイハツ・ヨネックスジャパンオー
プン2019 バドミントン選手権大
会

2019 年 7月23日~28日 武蔵野の森総合ス
ポーツプラザ

（ 公財 ）日本バドミントン
協会

9 バレーボー
ル

ビーチバレー
ボール オリンピック FIVBビーチバレーボールワールド

ツアー 2019 4-star 東京大会　 2019 年 7月24日~28日 潮風公園 国際バレーボール連盟

10 ボート オリンピック 2019 世界ボートジュニア選手権
大会 2019 年 8月7日~11日 海の森水上競技場 国際ボート連盟

11 水泳 マラソンスイ
ミング オリンピック READY STEADY TOKYO ー水泳

（マラソンスイミング） 2019 年 8月11日 お台場海浜公園 東京 2020 組織委員会

12 馬術 総合馬術 オリンピック READY STEADY TOKYO ー馬術
（ 総合馬術 ） 2019 年 8月12日~14日 馬事公苑／海の森ク

ロスカントリーコース
東京 2020 組織委員会／

（ 公社 ）日本馬術連盟

13 ゴルフ オリンピック

JOCジュニアオリンピックカップ大
会　 
2019 年度（ 第 25 回 ）日本ジュニ
アゴルフ選手権競技

2019 年 8月14日~16日 霞ヶ関カンツリー倶楽
部 （ 公財 ）日本ゴルフ協会

14 トライアスロ
ン

オリンピック・
パラリンピック

ITUワールドトライアスロンオリン
ピッククオリフィケーションイベント

（ 2019 ／東京 ） 
ITU 世界ミックスリレートライアス
ロンシリーズ（ 2019 ／東京 ）  
ITU パラトライアスロンワールド
カップ（ 2019 ／東京 ）

2019 年 8月15日~18日 お台場海浜公園

ITUワールドトライアスロ
ンオリンピッククオリフィ
ケーションイベント実行委
員会

15 ホッケー オリンピック READY STEADY TOKYO ーホッ
ケー 2019 年 8月17日~21日 大井ホッケー競技場 東京 2020 組織委員会

16 セーリング オリンピック READY STEADY TOKYO ーセー
リング

2019 年 8月17日~22日 
( 事前計測日：8月15日~16
日)

江の島ヨットハーバー
東京 2020 組織委員会／

（ 公財 ）日本セーリング連
盟

17 バスケット
ボール

バスケット
ボール オリンピック

バスケットボール日本代表国際
試合 2019 ／バスケットボール女
子日本代表国際強化試合 2019 
三井不動産カップ

2019 年 8月22日~25日 さいたまスーパーア
リーナ

（ 公財 ）日本バスケット
ボール協会

18 柔道 オリンピック 2019 世界柔道選手権東京大会 2019 年 8月25日~9月1日 日本武道館 国際柔道連盟

19 空手 形、組手 オリンピック

2019 空手 1プレミアリーグ東京
大会 

（ 大会終了翌日に「 READY 
STEADY TOKYO ー空手 」を1日
別途開催 ）

2019 年 9月6日~8日 
（ READY STEADY 
TOKYO ー空手：9月9日）

日本武道館

世界空手連盟 
（ 2019 空手1プレミアリー
グ東京大会終了翌日のテ
ストイベントについては東
京 2020 組織委員会主
催 ）

20 カヌー スプリント オリンピック・
パラリンピック

READY STEADY TOKYOーカヌー
（スプリント） 2019 年 9月12日~15日 海の森水上競技場 東京 2020 組織委員会

21 陸上競技 マラソン オリンピック マラソングランドチャンピオンシッ
プ 2019 年 9月15日 スタート・フィニッシュ　

明治神宮外苑
（ 公財 ）日本陸上競技連
盟

22 パワーリフ
ティング パラリンピック READY STEADY TOKYO ーパ

ワーリフティング 2019 年 9月26日~27日 東京国際フォーラム
東京 2020 組織委員会／

（ 特非 ）日本パラパワーリ
フティング連盟

23 テコンドー オリンピック・
パラリンピック

READY STEADY TOKYOーテコン
ドー 2019 年 9月27日~28日 幕張メッセ Aホール 東京 2020 組織委員会

24 ゴールボー
ル パラリンピック 天皇陛下御即位記念2019ジャパ

ンパラゴールボール競技大会 2019 年 9月28日~29日 幕張メッセ Cホール （ 公財 ）日本障がい者ス
ポーツ協会

25 レスリング オリンピック READY STEADY TOKYOーレスリ
ング 2019 年 10月3日~5日 幕張メッセ Aホール 東京 2020 組織委員会

26 野球・ソフト
ボール ソフトボール オリンピック 第 52 回日本女子ソフトボール

リーグ１部第８節福島大会 2019 年 10月5日~6日 福島あづま球場
（ 公財 ）日本ソフトボール
協会／日本女子ソフト
ボールリーグ機構
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No 競技 種別 オリンピック・
パラリンピック イベント名 日程 会場 主催

27 自転車競技 マウンテンバ
イク オリンピック READY STEADY TOKYO ー自転

車競技（マウンテンバイク） 2019 年 10月6日 伊豆 MTBコース 東京 2020 組織委員会

28 自転車競技 BMXレーシン
グ オリンピック READY STEADY TOKYO ー自転

車競技（ BMXレーシング） 2019 年 10月12日~13日 有明アーバンスポーツ
パーク 東京 2020 組織委員会

29 テニス オリンピック・
パラリンピック 三菱 全日本テニス選手権 94th 2019年10月23日~11月3日 有明テニスの森 （ 公財 ）日本テニス協会

30 カヌー スラローム オリンピック READY STEADY TOKYOーカヌー
（スラローム） 2019 年 10月25日~27日 カヌー・スラロームセン

ター 東京 2020 組織委員会

31 ボクシング オリンピック READY STEADY TOKYOーボクシ
ング 2019 年 10月29日~31日 国技館 東京 2020 組織委員会

32 卓球 オリンピック JA 全農 ITTF 卓球ワールドカップ
団体戦 2019 TOKYO 2019 年 11月6日~10日 東京体育館 国際卓球連盟

33 パラバドミン
トン パラリンピック ヒューリック・ダイハツ JAPAN パ

ラバドミントン国際大会 2019 2019 年 11月13日~17日 国立代々木競技場 （ 一社 ）日本障がい者バド
ミントン連盟

34 ハンドボール オリンピック
JAPAN CUP 2019 渋谷

（ WOMEN ）／第 71 回日本ハンド
ボール選手権大会（ 男子の部 ）

2019 年 11月21日~24日 国立代々木競技場 （ 公財 ）日本ハンドボール
協会

35 体操 トランポリン オリンピック 第 34 回世界トランポリン競技選
手権大会 2019年11月28日~12月1日 有明体操競技場 国際体操連盟／（ 公財 ）

日本体操協会

36 フェンシング オリンピック 高円宮杯 JAL PRESENTS 
FENCING WORLD CUP 2019 2019 年 12月13日~15日 幕張メッセ Bホール

国際フェンシング連盟 ／
（ 公社 ）日本フェンシング
協会

37 サッカー オリンピック 天皇杯 JFA 第 99 回全日本サッ
カー選手権大会 2020 年 1月1日 オリンピックスタジアム（ 公財 ）日本サッカー協会

38 ボッチャ パラリンピック ボッチャ運営テスト 2020 年 2月29日~3月1日 有明体操競技場 東京 2020 組織委員会

39 スポーツクラ
イミング オリンピック READY STEADY TOKYO ース

ポーツクライミング
2020 年 3月6日~8日 

（ 予備日：3月8日）
青海アーバンスポーツ
パーク 東京 2020 組織委員会

40 車いすラグ
ビー パラリンピック 運営テストー車いすラグビー 2021 年 4月3日~4日 国立代々木競技場 東京 2020 組織委員会

41 ラグビー オリンピック 運営テストーラグビー 2021 年 4月22日 東京スタジアム 東京 2020 組織委員会

42 水泳 競泳 オリンピック READY STEADY TOKYO ー水泳
（ 競泳 ） 2021 年 4月24日~25日 東京アクアティクスセン

ター 東京 2020 組織委員会

43 自転車競技 トラック オリンピック READY STEADY TOKYO ー自転
車競技（トラック） 2021 年 4月25日 伊豆ベロドローム 東京 2020 組織委員会

44 パラ水泳 パラリンピック READY STEADY TOKYO ーパラ
水泳 2021 年 4月26日 東京アクアティクスセン

ター 東京 2020 組織委員会

45 バレーボー
ル

バレーボー
ル オリンピック バレーボール日本代表国際親善

試合～東京チャレンジ2021 ～ 2021 年 5月1日~2日 有明アリーナ （ 公財 ）日本バレーボール
協会

46 水泳 飛込 オリンピック
FINA 飛込ワールドカップ2021 兼 
東京 2020オリンピック最終選考
会

2021 年 5月1日~6日 東京アクアティクスセン
ター 国際水泳連盟

47 体操 体操 オリンピック 運営テストー体操（ 体操 ） 2021 年 5月4日 有明体操競技場 東京 2020 組織委員会

48 陸上競技 マラソン オリンピック 北海道・札幌マラソンフェスティ
バル ２０２１ 2021 年 5月5日 札幌大通公園

北海道・札幌マラソンフェ
スティバル ２０２１実行委
員会

49 体操 新体操 オリンピック READY STEADY TOKYO ー体操
（ 新体操 ） 2021 年 5月8日 有明体操競技場 東京 2020 組織委員会

50 陸上競技 オリンピック READY STEADY TOKYO ー陸上
競技 2021 年 5月9日 オリンピックスタジアム 東京 2020 組織委員会

51 パラ陸上競
技 パラリンピック READY STEADY TOKYO ーパラ

陸上競技 2021 年 5月11日 オリンピックスタジアム 東京 2020 組織委員会

52 スケートボー
ド オリンピック READY STEADY TOKYOースケー

トボード
2021 年 5月13日~14日

（ 予備日：15日）
有明アーバンスポーツ
パーク 東京 2020 組織委員会

53 バスケット
ボール

3x3 バスケッ
トボール オリンピック

READY STEADY TOKYO ーバス
ケットボール（ 3x3 バスケットボー
ル）

2021 年 5月14日~16日 青海アーバンスポーツ
パーク 東京 2020 組織委員会

54 自転車競技 BMXフリース
タイル オリンピック READY STEADY TOKYO ー自転

車競技（ BMXフリースタイル） 2021 年 5月17日 有明アーバンスポーツ
パーク 東京 2020 組織委員会

55 射撃 オリンピック・
パラリンピック READY STEADY TOKYO ー射撃 2021 年 5月17日~21日 陸上自衛隊朝霞訓練

場 東京 2020 組織委員会

56 水泳
アーティス
ティックスイミ
ング

オリンピック 運営テストー水泳（アーティス
ティックスイミング） 2021 年 7月10日 東京アクアティクスセン

ター 東京 2020 組織委員会

【 備考 】運営テストー水泳（ 水球 ）は2021 年 7月21日にテクニカルリハーサルとして実施することになりました。
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オリンピック聖火リレーの日程及び実施市区町村
　・実施市区町村欄の数字は区間ごとの実施順
　・一つの区間で二つ以上の市区町村にまたがって走行する場合は「・」で表記
　・新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う計画変更については、※の記載を参照

都道府県 DAY 順番 日程（ 2021 年 ） 実施市区町村

1 福島

Day 1 1 3/25 木 ①楢葉町・広野町②楢葉町③広野町④川内村⑤いわき市⑥富岡町⑦葛尾村⑧双葉町⑨大熊町⑩浪江町⑪南相
馬市

Day 2 2 3/26 金 ①相馬市②飯舘村③新地町④川俣町⑤福島市⑥猪苗代町⑦三島町⑧三島町⑨喜多方市⑩会津若松市

Day 3 3 3/27 土 ①南会津町②下郷町③白河市④本宮市⑤須賀川市⑥田村市⑦郡山市

2 栃木
Day 1 4 3/28 日 ①足利市②佐野市③小山市④茂木町⑤栃木市⑥上三川町⑦真岡市⑧上三川町⑨那須烏山市

Day 2 5 3/29 月 ①那須町②さくら市③那須塩原市④益子町⑤壬生町⑥日光市⑦鹿沼市⑧宇都宮市

3 群馬
Day 1 6 3/30 火 ①館林市②大泉町③太田市④上野村⑤桐生市⑥伊勢崎市⑦前橋市

Day 2 7 3/31 水 ①渋川市②草津町③沼田市④川場村⑤長野原町⑥藤岡市⑦富岡市⑧高崎市

4 長野
Day 1 8 4/1 木 ①軽井沢町②佐久市③山ノ内町④上田市⑤野沢温泉村⑥白馬村⑦長野市

Day 2 9 4/2 金 ①飯田市②南木曽町③伊那市④諏訪市⑤大町市⑥安曇野市⑦松本市

5 岐阜
Day 1 10 4/3 土 ①中津川市②中津川市③多治見市④八百津町⑤郡上市⑥高山市

Day 2 11 4/4 日 ①下呂市②各務原市③関ケ原町④大垣市⑤羽島市⑥岐阜市⑦岐阜市

6 愛知
Day 1 12 4/5 月 ①瀬戸市②名古屋市③春日井市④名古屋市⑤一宮市⑥犬山市⑦名古屋市⑧稲沢市⑨名古屋市⑩清須市⑪名

古屋市

Day 2 13 4/6 火 ①豊橋市②半田市③豊川市④安城市⑤刈谷市⑥岡崎市⑦大府市⑧豊田市⑨豊田市

7 三重
Day 1 14 4/7 水 ①四日市市②鈴鹿市③亀山市④津市⑤鳥羽市⑥伊勢市

Day 2 15 4/8 木 ①伊賀市②名張市③松阪市④大紀町⑤紀北町⑥熊野市

8 和歌山
Day 1 16 4/9 金 ①新宮市②那智勝浦町③串本町④白浜町⑤田辺市⑥白浜町⑦御坊市⑧有田市⑨海南市・和歌山市

Day 2 17 4/10 土 ①和歌山市②岩出市③紀の川市④かつらぎ町⑤高野町⑥橋本市

9 奈良
Day 1 18 4/11 日 ①五條市②御所市③葛城市④十津川村⑤桜井市⑥田原本町⑦天理市⑧明日香村⑨橿原市

Day 2 19 4/12 月 ①河合町・広陵町・香芝市②大和高田市③吉野町④斑鳩町⑤大和郡山市・奈良市⑥宇陀市⑦生駒市⑧奈良市

10 大阪
Day 1 20 4/13 火 ①堺市②東大阪市③門真市④枚方市⑤豊中市⑥池田市⑦箕面市⑧茨木市⑨吹田市 

※全区間、公道での実施に代えて、吹田市・万博記念公園内で実施

Day 2 21 4/14 水 ①泉佐野市②貝塚市③和泉市④岸和田市⑤大阪市⑥太子町⑦柏原市⑧大阪市⑨羽曳野市・藤井寺市⑩大阪市 
※全区間、公道での実施に代えて、吹田市・万博記念公園内で実施

11 徳島
Day 1 22 4/15 木 ①三好市・東みよし町②つるぎ町・美馬市③阿波市・吉野川市④神山町⑤石井町・上板町⑥板野町・藍住町⑦

北島町・松茂町⑧鳴門市

Day 2 23 4/16 金 ①海陽町②牟岐町③上勝町④美波町⑤那賀町⑥勝浦町⑦阿南市・小松島市⑧佐那河内村⑨徳島市

12 香川
Day 1 24 4/17 土 ①宇多津町②丸亀市③まんのう町④直島町⑤琴平町⑥善通寺市⑦多度津町⑧三豊市⑨観音寺市

Day 2 25 4/18 日 ①坂出市②坂出市③綾川町④土庄町⑤小豆島町⑥東かがわ市⑦さぬき市⑧三木町⑨高松市

13 高知
Day 1 26 4/19 月 ①高知市②いの町③土佐市④須崎市⑤梼原町⑥四万十町⑦四万十市⑧四万十市⑨土佐清水市⑩宿毛市

Day 2 27 4/20 火 ①南国市②北川村③香美市④田野町⑤香南市⑥安田町⑦安芸市⑧奈半利町⑨室戸市⑩東洋町⑪高知市

14 愛媛
Day 1 28 4/21 水 ①四国中央市②上島町③新居浜市④西条市⑤今治市⑥東温市⑦松前町⑧久万高原町⑨松山市 

※⑨松山市では公道での実施に代えて、松山市・松山城城山公園で点火セレモニーを実施

Day 2 29 4/22 木 ①砥部町②愛南町③伊予市④内子町⑤大洲市⑥松野町⑦鬼北町⑧西予市⑨宇和島市⑩伊方町⑪八幡浜市

15 大分
Day 1 30 4/23 金 ①別府市②日出町③杵築市④姫島村⑤豊後高田市⑥宇佐市⑦中津市⑧国東市⑨日田市

Day 2 31 4/24 土 ①玖珠町②九重町③竹田市④佐伯市⑤津久見市⑥臼杵市⑦豊後大野市⑧由布市⑨大分市
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都道府県 DAY 順番 日程（ 2021 年 ） 実施市区町村

16 宮崎
Day 1 32 4/25 日 ①高千穂町②延岡市③日向市④高鍋町⑤西都市⑥宮崎市

Day 2 33 4/26 月 ①宮崎市②日南市③串間市④三股町⑤都城市⑥小林市⑦えびの市

17 鹿児島
Day 1 34 4/27 火 ①志布志市②鹿屋市③奄美市④南大隅町⑤霧島市⑥姶良市⑦鹿児島市

Day 2 35 4/28 水 ①出水市②西之表市③薩摩川内市④日置市⑤伊佐市⑥南九州市⑦指宿市

18 沖縄

Day 1 36 5/1 土
①那覇市②那覇市③宜野湾市④石垣市⑤沖縄市⑥うるま市⑦名護市⑧本部町⑨名護市 
※④石垣市では公道での聖火リレーを実施。それ以外の区間は公道での実施に代えて、名護市・名護市民会館
周辺で実施

Day 2 37 5/2 日
①豊見城市②浦添市③座間味村④北谷町⑤宮古島市⑥南城市⑦糸満市⑧糸満市 
※③座間味村では海上での聖火リレーを実施。⑤宮古島市での聖火リレー実施は見合わせ。それ以外の区間は
公道での実施に代えて、糸満市・平和祈念公園内で実施

19 熊本
Day 1 38 5/5 水 ①人吉市②水俣市③天草市④宇土市⑤八代市

Day 2 39 5/6 木 ①益城町②南阿蘇村③阿蘇市④菊池市⑤山鹿市⑥和水町⑦玉名市⑧熊本市 
※⑧熊本市では、公道での実施に代えて、熊本市・熊本城二の丸駐車場内で点火セレモニーを実施

20 長崎
Day 1 40 5/7 金 ①南島原市②島原市③雲仙市④壱岐市⑤新上五島町⑥諫早市⑦大村市⑧長崎市

Day 2 41 5/8 土 ①長与町②時津町③西海市④五島市⑤対馬市⑥松浦市⑦平戸市⑧佐々町⑨佐世保市

21 佐賀
Day 1 42 5/9 日 ①太良町②鹿島市③嬉野市④白石町⑤武雄市⑥有田町⑦伊万里市⑧玄海町⑨唐津市

Day 2 43 5/10 月 ①基山町②鳥栖市③みやき町④吉野ヶ里町・神埼市⑤上峰町⑥小城市⑦多久市⑧大町町・江北町⑨佐賀市

22 福岡

Day 1 44 5/11 火
①大牟田市②筑後市③糸島市④久留米市⑤春日市⑥朝倉市⑦東峰村⑧福岡市⑨太宰府市⑩福岡市⑪志免町
⑫福岡市 
※全区間、公道での実施に代えて、福岡市・平和台陸上競技場で点火セレモニーを実施

Day 2 45 5/12 水
①築上町②田川市③添田町④飯塚市⑤桂川町⑥宮若市⑦宮若市⑧宗像市⑨中間市⑩福津市⑪北九州市 
※全区間、公道での実施に代えて、北九州市・門司港（ 関門海峡ミュージアムイベント広場 ）で点火セレモニーを
実施

23 山口
Day 1 46 5/13 木 ①岩国市②柳井市③光市④下松市⑤周南市⑥防府市⑦山口市 

※全区間、公道での実施に代えて、山口市・中央公園で代表ランナー 1 名による点火セレモニーを実施

Day 2 47 5/14 金 ①宇部市②山陽小野田市③下関市④美祢市⑤長門市⑥萩市 
※③下関市での聖火リレー実施は見合わせ

24 島根
Day 1 48 5/15 土 ①津和野町②知夫村③益田市④浜田市⑤江津市⑥川本町⑦邑南町

Day 2 49 5/16 日 ①大田市②出雲市③雲南市④奥出雲町⑤隠岐の島町⑥安来市⑦松江市

25 広島
Day 1 50 5/17 月 ①三次市②三次市③庄原市④東広島市⑤呉市⑥坂町⑦広島市 

※全区間、公道での実施に代えて、広島市・平和記念公園で点火セレモニーを実施

Day 2 51 5/18 火 ①廿日市市②廿日市市③海田町④海田町⑤三原市⑥尾道市⑦尾道市⑧府中市⑨福山市 
※全区間、公道での実施に代えて、福山市・福山市総合体育館で点火セレモニーを実施

26 岡山
Day 1 52 5/19 水 ①井原市②高梁市③吉備中央町④総社市⑤倉敷市⑥岡山市 

※全区間、公道での実施に代えて、岡山市・岡山城下の段で点火セレモニーを実施

Day 2 53 5/20 木 ①玉野市②真庭市③赤磐市④美作市⑤奈義町⑥津山市 
※全区間、公道での実施に代えて、津山市・津山中央公園グラウンドで点火セレモニーを実施

27 鳥取
Day 1 54 5/21 金 ①境港市②米子市③日吉津村④南部町⑤日南町⑥日野町⑦伯耆町⑧江府町⑨大山町⑩倉吉市

Day 2 55 5/22 土 ①琴浦町②北栄町③三朝町④湯梨浜町⑤岩美町⑥八頭町⑦智頭町⑧若桜町⑨鳥取市⑩鳥取市

28 兵庫
Day 1 56 5/23 日 ①豊岡市②朝来市③朝来市④宍粟市⑤加東市⑥小野市⑦加古川市⑧姫路市 

※全区間、公道での実施に代えて、姫路市・姫路城三の丸広場で点火セレモニーを実施

Day 2 57 5/24 月 ①神戸市②明石市③南あわじ市④西宮市⑤尼崎市⑥三田市⑦丹波篠山市 
※全区間、公道での実施に代えて、丹波篠山市・篠山城跡三の丸広場で点火セレモニーを実施

29 京都
Day 1 58 5/25 火 ①京丹後市②宮津市③舞鶴市④綾部市⑤福知山市⑥長岡京市⑦亀岡市 

※全区間、公道での実施に代えて、亀岡市・京都府立京都スタジアムで点火セレモニーを実施

Day 2 59 5/26 水 ①宇治市②宇治市③宇治田原町④城陽市⑤木津川市⑥精華町⑦京田辺市⑧八幡市⑨久御山町⑩京都市 
※全区間、公道での実施に代えて、亀岡市・京都府立京都スタジアムで点火セレモニーを実施

30 滋賀
Day 1 60 5/27 木 ①高島市②守山市③野洲市④近江八幡市⑤竜王町⑥湖南市⑦栗東市⑧草津市⑨大津市

Day 2 61 5/28 金 ①甲賀市②日野町③東近江市④愛荘町⑤豊郷町⑥甲良町⑦多賀町⑧彦根市⑨米原市⑩長浜市

31 福井
Day 1 62 5/29 土 ①高浜町②おおい町③小浜市④若狭町⑤美浜町⑥敦賀市⑦南越前町⑧越前町⑨鯖江市

Day 2 63 5/30 日 ①越前市②池田町③大野市④勝山市⑤永平寺町⑥あわら市⑦坂井市⑧福井市
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32 石川
Day 1 64 5/31 月 ①加賀市②小松市③能美市④川北町⑤白山市⑥野々市市⑦内灘町⑧金沢市⑨かほく市⑩津幡町⑪金沢市 

※全区間、公道での実施に代えて、金沢市・金沢城公園三の丸広場で点火セレモニーを実施

Day 2 65 6/1 火 ①輪島市②能登町③穴水町④珠洲市⑤志賀町⑥羽咋市・宝達志水町⑦中能登町⑧七尾市 
※全区間、公道での実施に代えて、七尾市・和倉温泉湯っ足りパークで点火セレモニーを実施

33 富山
Day 1 66 6/2 水 ①小矢部市②南砺市③南砺市④砺波市⑤射水市⑥高岡市⑦氷見市⑧高岡市 

※全区間、公道での実施に代えて、高岡市・高岡スポーツコア多目的広場で点火セレモニーを実施

Day 2 67 6/3 木 ①朝日町②入善町③黒部市④魚津市⑤滑川市⑥上市町⑦舟橋村⑧立山町⑨富山市⑩富山市 
※全区間、公道での実施に代えて、富山市・富岩運河環水公園横親水広場で点火セレモニーを実施

34 新潟
Day 1 68 6/4 金 ①糸魚川市②上越市③柏崎市④佐渡市⑤十日町市⑥南魚沼市

Day 2 69 6/5 土 ①長岡市②三条市・燕市③弥彦村④新潟市⑤新発田市⑥阿賀町⑦村上市

35 山形
Day 1 70 6/6 日 ①西川町②寒河江市③河北町④長井市⑤白鷹町⑥高畠町⑦米沢市⑧南陽市⑨上山市⑩山形市⑪山形市

Day 2 71 6/7 月 ①天童市②東根市③村山市④尾花沢市⑤新庄市⑥鶴岡市⑦鶴岡市⑧遊佐町⑨酒田市⑩酒田市

36 秋田
Day 1 72 6/8 火 ①湯沢市②横手市③由利本荘市④美郷町⑤美郷町⑥大仙市⑦仙北市⑧秋田市

Day 2 73 6/9 水 ①潟上市②八郎潟町③大潟村④能代市⑤大館市⑥男鹿市⑦鹿角市⑧鹿角市

37 青森
Day 1 74 6/10 木 ①弘前市②西目屋村③平川市④黒石市⑤つがる市⑥五所川原市⑦今別町⑧青森市 

※全区間、公道での実施に代えて、青森市・青い海公園で点火セレモニーを実施

Day 2 75 6/11 金 ①むつ市②十和田市③三沢市④おいらせ町⑤階上町⑥十和田市⑦八戸市 
※①むつ市、③三沢市は公道での実施に代えて、1日目に青森市・青い海公園で点火セレモニーを実施

38 北海道

Day 1 76 6/13 日
①函館市②根室市③北斗市④七飯町⑤釧路市⑥洞爺湖町⑦帯広市⑧室蘭市⑨白老町 
※全区間、公道での実施に代えて、白老町・民族共生象徴空間（ウポポイ）で代表ランナー 1 名による点火セレ
モニーを実施

Day 2 77 6/14 月

①苫小牧市②富良野市③むかわ町④旭川市⑤厚真町⑥安平町⑦札幌市⑧苫小牧市⑨千歳市⑩札幌市⑪稚内
市⑫札幌市 
※全区間、公道での実施に代えて、札幌市・札幌市北 3 条広場（アカプラ）で代表ランナー 1 名による点火セレモ
ニーを実施

39 岩手

Day 1 78 6/16 水 ①雫石町②滝沢市③八幡平市④岩手町⑤一戸町⑥二戸市⑦洋野町⑧普代村・野田村⑨久慈市

Day 2 79 6/17 木 ①岩泉町②田野畑村③宮古市④山田町⑤大槌町⑥釜石市⑦大船渡市⑧陸前高田市

Day 3 80 6/18 金 ①一関市②平泉町③奥州市④金ケ崎町⑤北上市⑥花巻市⑦遠野市⑧紫波町⑨矢巾町⑩盛岡市 
※⑩盛岡市では公道での実施に代えて、盛岡市・盛岡八幡宮で点火セレモニーを実施

40 宮城

Day 1 81 6/19 土 ①気仙沼市②南三陸町③石巻市④石巻市⑤女川町

Day 2 82 6/20 日 ①東松島市②大衡村③松島町④塩竈市⑤塩竈市⑥七ヶ浜町⑦多賀城市⑧利府町

Day 3 83 6/21 月 ①山元町②亘理町③岩沼市④岩沼市⑤仙台市⑥仙台市⑦名取市⑧仙台市⑨仙台市⑩仙台市 
※⑨仙台市は公道での実施に代えて、⑩仙台市（ 宮城野原公園総合運動場仙台市陸上競技場 ）にて合同で実施

41 静岡

Day 1 84 6/23 水 ①湖西市②浜松市③浜松市④磐田市⑤袋井市⑥掛川市⑦島田市⑧島田市⑨静岡市 
※③浜松市（ 中区 ）は②浜松市（ 北区 ）にて合同で実施

Day 2 85 6/24 木 ①牧之原市②牧之原市③藤枝市④静岡市⑤焼津市⑥長泉町⑦富士市⑧三島市⑨沼津市

Day 3 86 6/25 金 ①伊東市②下田市③伊豆の国市④伊豆市⑤裾野市⑥御殿場市⑦小山町⑧富士宮市

42 山梨
Day 1 87 6/26 土 ①南部町②身延町③早川町④富士川町⑤市川三郷町⑥中央市・昭和町⑦甲斐市・南アルプス市⑧北杜市⑨韮

崎市⑩甲府市

Day 2 88 6/27 日 ①笛吹市・山梨市②甲州市③富士山④上野原市⑤大月市⑥都留市⑦西桂町⑧忍野村⑨富士河口湖町⑩鳴沢村
⑪富士吉田市

43 神奈川

Day 1 89 6/28 月 ①箱根町②伊勢原市③小田原市④大磯町⑤平塚市・茅ヶ崎市⑥藤沢市⑦藤沢市 
※全区間、公道での実施に代えて、藤沢市・辻堂神台公園で点火セレモニーを実施

Day 2 90 6/29 火 ①三浦市②横須賀市③横須賀市④鎌倉市⑤海老名市⑥厚木市⑦相模原市⑧相模原市 
※全区間、公道での実施に代えて、相模原市・橋本公園で点火セレモニーを実施

Day 3 91 6/30 水
①川崎市②横浜市③横浜市④横浜市⑤横浜市⑥横浜市⑦横浜市⑧横浜市 
※全区間、公道での実施に代えて、横浜市・横浜赤レンガ倉庫（ パーク・イベント広場 ）にて点火セレモニーを
実施

44 千葉

Day 1 92 7/1 木 ①木更津市②君津市・富津市③南房総市④いすみ市・一宮町⑤匝瑳市⑥山武市 
※全区間、公道での実施に代えて、山武市・蓮沼海浜公園第 2 駐車場で点火セレモニーを実施

Day 2 93 7/2 金 ①銚子市②旭市③香取市④芝山町・成田市⑤成田市⑥習志野市・千葉市 
※全区間、公道での実施に代えて、千葉市・幕張メッセ駐車場で点火セレモニーを実施

Day 3 94 7/3 土 ①浦安市②浦安市③船橋市④船橋市⑤鎌ケ谷市⑥柏市・我孫子市⑦柏市⑧松戸市 
※全区間、公道での実施に代えて、松戸市・松戸中央公園で点火セレモニーを実施

45 茨城
Day 1 95 7/4 日 ①鹿嶋市②ひたちなか市・大洗町③大子町④日立市⑤常陸太田市⑥笠間市⑦水戸市

Day 2 96 7/5 月 ①古河市②坂東市・常総市③常総市④牛久市⑤牛久市⑥龍ケ崎市⑦行方市⑧土浦市⑨つくば市
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46 埼玉

Day 1 97 7/6 火
①川口市②蕨市・戸田市③戸田市④和光市・朝霞市・新座市⑤日高市⑥狭山市⑦富士見市・三芳町・ふじみ
野市⑧所沢市 
※①川口市では公道での実施に代えて、3日目にさいたま市・さいたま新都心公園で点火セレモニーを実施

Day 2 98 7/7 水 ①草加市②八潮市・三郷市③吉川市・越谷市④秩父市・皆野町・長瀞町⑤春日部市⑥杉戸町・宮代町⑦久喜
市・加須市⑧行田市⑨熊谷市

Day 3 99 7/8 木
①川越市②鶴ヶ島市・坂戸市③本庄市・深谷市④嵐山町・東松山市・滑川町⑤鴻巣市・北本市⑥桶川市・上
尾市⑦さいたま市 
※⑦さいたま市では公道での実施に代えて、さいたま市・さいたま新都心公園で点火セレモニーを実施

47 東京

Day 1 100 7/9 金 ①世田谷区②狛江市③稲城市④稲城市⑤町田市 
※全区間、公道での実施に代えて、町田市・町田シバヒロで点火セレモニーを実施

Day 2 101 7/10 土 ①多摩市②日野市③昭島市④八王子市⑤八王子市 
※全区間、公道での実施に代えて、八王子市・富士森公園東側駐車場で点火セレモニーを実施

Day 3 102 7/11 日 ①檜原村②奥多摩町③奥多摩町④日の出町⑤青梅市⑥青梅市⑦瑞穂町 
※全区間、公道での実施に代えて、瑞穂町・瑞穂ビューパーク競技場で点火セレモニーを実施

Day 4 103 7/12 月 ①羽村市②あきる野市③福生市④武蔵村山市⑤立川市 
※全区間、公道での実施に代えて、立川市・TACHIKAWA STAGE GARDENで点火セレモニーを実施

Day 5 104 7/13 火 ①国立市②国分寺市③国分寺市④小平市⑤東大和市⑥東村山市 
※全区間、公道での実施に代えて、東村山市・国立療養所多磨全生園で点火セレモニーを実施

Day 6 105 7/14 水 ①清瀬市②東久留米市③西東京市④小金井市⑤小金井市⑥府中市 
※全区間、公道での実施に代えて、府中市・東京競馬場で点火セレモニーを実施

Day 7 106 7/15 木
①調布市②三宅村③神津島村④新島村（ 新島 ）⑤新島村（ 式根島 ）⑥利島村⑦大島町 
※①調布市では公道での実施に代えて、8日目に武蔵野市・武蔵野陸上競技場で点火セレモニーを実施。⑦大島
町では公道での実施に代えて、大島町・仲の原園地で点火セレモニーを実施

Day 8 107 7/16 金 ①御蔵島村②八丈町③青ヶ島村④小笠原村（ 父島 ）⑤小笠原村（ 母島 ）⑥三鷹市⑦武蔵野市 
※⑥三鷹市⑦武蔵野市では公道での実施に代えて、武蔵野市・武蔵野陸上競技場で点火セレモニーを実施

Day 9 108 7/17 土 ①杉並区②中野区③練馬区 
※全区間、公道での実施に代えて、練馬区・練馬区立練馬総合運動場公園で点火セレモニーを実施

Day 10 109 7/18 日 ①豊島区②豊島区③板橋区④北区⑤足立区 
※全区間、公道での実施に代えて、足立区・東京都中央卸売市場足立市場で点火セレモニーを実施

Day 11 110 7/19 月 ①葛飾区②葛飾区③江戸川区④墨田区⑤墨田区⑥荒川区 
※全区間、公道での実施に代えて、荒川区・南千住野球場で点火セレモニーを実施

Day 12 111 7/20 火 ①台東区②台東区③文京区④千代田区⑤千代田区⑥中央区 
※全区間、公道での実施に代えて、中央区・中央区立浜町公園において点火セレモニーを実施

Day 13 112 7/21 水 ①江東区②江東区③大田区④品川区 
※全区間、公道での実施に代えて、品川区・しながわ中央公園（ 西側エリア）で点火セレモニーを実施

Day 14 113 7/22 木 ①目黒区②渋谷区③港区④渋谷区⑤港区 
※全区間、公道での実施に代えて、港区・港区立芝公園で点火セレモニーを実施

Day 15 114 7/23 金 ①新宿区②新宿区③新宿区 
※全区間、公道での実施に代えて、新宿区・東京都庁都民広場で点火セレモニーを実施
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都道府県 DAY 順番 日程（ 2021 年 ） 実施市区町村

1 静岡 Day 1 1 8/17 火 ①熱海市②静岡市③御前崎市・菊川市④浜松市 
※①熱海市、②静岡市では公道での実施に代えて、浜松市・四ツ池公園陸上競技場で点火セレモニーを実施

2 千葉 Day 1 2 8/18 水 ①千葉市②千葉市③千葉市④千葉市⑤千葉市 
※全区間、公道での実施に代えて、千葉市・千葉ポートタワー前広場で点火セレモニーを実施

3 埼玉 Day 1 3 8/19 木 ①幸手市②蓮田市・白岡市③川島町④入間市⑤朝霞市 
※全区間、公道での実施に代えて、朝霞市・朝霞中央公園陸上競技場で点火セレモニーを実施

4 東京

Day 1 4 8/20 金 ①新宿区②中野区③豊島区④北区⑤文京区 
※全区間、公道での実施に代えて、北区・東京都障害者総合スポーツセンターで点火セレモニーを実施

Day 2 5 8/21 土 ①千代田区②台東区③墨田区④江東区⑤江戸川区⑥江戸川区 
※全区間、公道での実施に代えて、江戸川区・都立葛西臨海公園第三駐車場で点火セレモニーを実施

Day 3 6 8/22 日
①国立市②日野市③立川市④東大和市⑤国分寺市 
※全区間、公道での実施に代えて、国分寺市・国分寺市新庁舎建設予定地（ いずみプラザ東側用地 ）で点火セ
レモニーを実施

Day 4 7 8/23 月 ①西東京市②三鷹市③府中市④調布市⑤世田谷区 
※全区間、公道での実施に代えて、世田谷区・都立砧公園ねむのき広場で点火セレモニーを実施

Day 5 8 8/24 火
①中央区②港区③渋谷区 
※全区間、公道での実施に代えて、渋谷区・都立代々木公園中央広場及び代々木公園陸上競技場（ 織田フィール
ド）で点火セレモニーを実施



163 

8	大会運営・機運醸成

日本の木材活用リレー　～みんなで作る選手村ビレッジプラザ～　提供自治体一覧

北海道紋別市
北海道下川町
北海道置戸町
北海道遠軽町
青森県
岩手県
岩手県宮古市
宮城県登米市
秋田県
秋田県大館市
山形県
山形県山形市
山形県金山町
福島県
栃木県・鹿沼市・日光市
千葉県
神奈川県相模原市
神奈川県秦野市
新潟県・柏崎市・十日町市・村上市・糸魚川市・上越市・湯沢町・関川村
山梨県
長野県根羽村・川上村・天龍村
岐阜県・関市・中津川市・郡上市・下呂市・白川町・東白川村
静岡県
静岡県静岡市
静岡県浜松市
静岡県小山町
和歌山県
鳥取県
鳥取県智頭町
島根県
岡山県
徳島県
愛媛県西予市
高知県・香美市・大豊町
福岡県東峰村
長崎県
熊本県
大分県・日田市・佐伯市
宮崎県
宮崎県日南市
鹿児島県
東京都
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選手村で使用された食材・産地リスト	
1．東京2020大会の選手村カジュアルダイニングにおける国産食材等の活用実績
食材

地域 産地 食材名 食材を活用して提供したメニュー名
北海道

北海道

メロン フルーツ（メロン・りんご・桃 ）
ほたて お好み焼き（ほたて）、ほたてそうめん
にんじん 南瓜と人参の煮物、鮭と野菜の味噌汁
かぼちゃ 南瓜と人参の煮物
生しいたけ いかと野菜のかき揚げ、鮭と野菜の味噌汁
とうもろこし とうもろこしグリル
たまねぎ いかと野菜のかき揚げ
じゃがいも 蒸し豚肉とじゃがバター
米 白米、おにぎり（のり佃煮 ）、おにぎり（ 牛しぐれ煮 ）
牛肉 おにぎり（ 牛しぐれ煮 ）
秋ザケ 鮭フライ、鮭と野菜の味噌汁、鮭とレタス蒸し

東北

青森県

りんご フルーツ（メロン・りんご・桃 ）、フルーツ盛り
にんにく トマトとにんにくのグリル
ながいも 長芋のかき玉汁
米 おにぎり（のり佃煮 ）、おにぎり（ 鮭塩糀 ）

岩手県

イカ いかリングフライ
サンマ さんまフライ
とうもろこし とうもろこしと野菜のかき揚げ、とうもろこしグリル、おでん夏バージョン
リーフレタス ミックスサラダ
にんじん とうもろこしと野菜のかき揚げ、長芋のかき玉汁
だいこん 鮭と野菜の味噌汁、けんちん汁、高野豆腐ときのこの煮物
豚肉 お好み焼き（ 豚 ）
米 白米

宮城県

きゅうり ミックスサラダ
パプリカ トマトとにんにくのグリル、ミックスサラダ
ミニトマト ミックスサラダ
銀ザケ 銀鮭のグリル、おにぎり（ 鮭塩糀 ）
生しいたけ とうもろこしと野菜のかき揚げ
米 白米

秋田県

豚肉 お好み焼き（ 豚 ）、豚肉のグリル
長ねぎ 長芋のかき玉汁
米 おにぎり（のり佃煮 ）、おにぎり（ 鮭塩糀 ）
小玉すいか フルーツ盛り

山形県

メロン フルーツ盛り
なす 茄子煮浸しの蒟蒻そうめん
すいか フルーツ盛り
牛肉 蒸し牛肉とだだ茶豆
えだまめ 蒸し牛肉とだだ茶豆
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地域 産地 食材名 食材を活用して提供したメニュー名

福島県

かぼちゃ 南瓜と人参の煮物
きゅうり ミックスサラダ

トマト トマトとにんにくのグリル、トマトの煮浸し、おでん夏バージョン、鮭ザンギ
の国産はちみつレモンソース

ミディトマト トマトとにんにくのグリル、トマトの煮浸し
もも フルーツ盛り
たまねぎ 鮭と野菜の味噌汁
米 白米、おにぎり（のり佃煮 ）（ 鮭塩糀 ）（ 梅 ）

関東
茨城県

れんこん ミックスサラダ、けんちん汁、蒲鉾と野菜のかき揚げ
なし フルーツ盛り

栃木県
なし フルーツ盛り
米 白米、おにぎり（のり佃煮 ）、おにぎり（ 茄子味噌 ）
牛肉 蒸し牛肉と野菜

群馬県

みつば 玉葱と三つ葉の味噌汁
豚肉 豚肉のグリル
こんにゃく麺 明日葉と蒟蒻そうめん、茄子煮浸しの蒟蒻そうめん
きゅうり ミックスサラダ

埼玉県 米 白米、おにぎり（のり佃煮 ）、おにぎり（ 茄子味噌 ）

千葉県

ミニトマト ミックスサラダ
マッシュルーム 蒸し牛肉と野菜
バターナッツ 南瓜と人参の煮物
なし フルーツ盛り
長ねぎ けんちん汁、明日葉と蒟蒻そうめん
すいか フルーツ盛り
オクラ 蒸し牛肉と野菜

東京都

メロン フルーツ盛り
メダイ めだいフライ
ミニトマト ミックスサラダ
ぶどう フルーツ盛り
豚肉 豚肉のグリル、けんちん汁、蒸し豚肉とじゃがバター、豚肉とわかめ蒸し
パッションフルーツ フルーツ盛り
生のり佃煮 おにぎり（のり佃煮 ）
なす おにぎり（ 茄子味噌 ）、おでん夏バージョン
トマト ミックスサラダ
ソデイカ いかと野菜のかき揚げ、お好み焼き（いか）
こまつな 小松菜のお浸し、けんちん汁
えだまめ 焼き枝豆
一味唐辛子 けんちん汁
あしたば 明日葉と蒟蒻そうめん

神奈川県
なす おにぎり（ 茄子味噌 ）、蒲鉾と野菜のかき揚げ
かまぼこ 蒲鉾と野菜のかき揚げ

甲信越

新潟県

まいたけ 舞茸と春菊のかき揚げ
なめこ 高野豆腐ときのこの煮物、なめこ冷やしうどん
米 白米、おにぎり（のり佃煮 ）、おにぎり（えのき佃煮 ）
エリンギ えりんぎグリル



166 

地域 産地 食材名 食材を活用して提供したメニュー名

山梨県
ぶどう フルーツ盛り
すもも フルーツ盛り
しゅんぎく 舞茸と春菊のかき揚げ

長野県

レタス 鮭とレタス蒸し
ぶなしめじ 白菜きのこ汁
はくさい 白菜きのこ汁
トマト ミックスサラダ
だし入り白みそ 白菜きのこ汁、鮭と野菜の味噌汁、玉葱と三つ葉の味噌汁
高野豆腐 高野豆腐ときのこの煮物
エリンギ 白菜きのこ汁
えのきだけ おにぎり（えのき佃煮 ）

北陸・東海
富山県

シロエビ 白海老と菜の花のかき揚げ
米 白米、おにぎり（のり佃煮 ）、おにぎり（しらす甘露煮 ）
えだまめ 焼き枝豆

石川県
金糸うり 金糸瓜そうめん
枝豆がんも 鶏がんも汁

福井県 米 白米、おにぎり（のり佃煮 ）、おにぎり（しらす甘露煮 ）

岐阜県

ほうれんそう ほうれん草グリル
トマト トマトサラダ
稚アユ 稚鮎の天ぷら
だいこん 鶏がんも汁
こまつな 小松菜のお浸し
鶏肉 鶏がんも汁、白菜きのこ汁
牛肉 和牛のグリル
えだまめ 焼き枝豆

静岡県
トマト トマトサラダ
オクラ お好み焼き（しらすとオクラ）

愛知県

ミニトマト 金糸瓜そうめん
フリルレタス トマトサラダ、ミックスサラダ
ぶどう フルーツ盛り
釜上げシラス お好み焼き（しらすとオクラ）、おにぎり（しらす甘露煮 ）
いちじく フルーツ盛り

三重県

ワカメ 豚肉とわかめ蒸し
なばな 白海老と菜の花のかき揚げ
なし フルーツ盛り
豚肉 豚肉のグリル
牛肉 和牛のグリル
アオサのリ 金糸瓜そうめん

近畿

滋賀県

みず菜 ミックスサラダ
はくさい菜 白菜の豆乳煮
米 白米、おにぎり（のり佃煮 ）、おにぎり（ 梅 ）
小アユ 小鮎と玉葱のかき揚げ
牛肉 蒸し牛肉と茄子蒸しみかんぽん酢

京都府
本しめじ 本しめじグリル
九条ねぎ 葉ねぎうどん

大阪府 なす 蒸し牛肉と茄子蒸しみかんぽん酢
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地域 産地 食材名 食材を活用して提供したメニュー名

兵庫県
たまねぎ 小鮎と玉葱のかき揚げ、玉葱と三つ葉の味噌汁
米 白米、おにぎり（のり佃煮 ）、おにぎり（ 梅 ）

奈良県 ブルーベリー フルーツ盛り

和歌山県
みかんポン酢 蒸し牛肉と茄子蒸しみかんぽん酢
ブリ・ヒラマサ交雑種 鰤のフライ、鰤のグリル
梅干し おにぎり（ 梅 ）

中国・四国
鳥取県

なし フルーツ盛り
米 白米、おにぎり（のり佃煮 ）、おにぎり（ 生姜佃煮 ）

島根県
ぶどう フルーツ盛り
米 白米、おにぎり（のり佃煮 ）、おにぎり（ 生姜佃煮 ）

岡山県 マッシュルーム マッシュルームグリル

広島県

レモン 真鯛と白茄子のレモン蒸し
米 白米、おにぎり（のり佃煮 ）、おにぎり（ 生姜佃煮 ）
小イワシ 小鰯の梅煮
アスパラガス きびなごとアスパラの天ぷら、野菜のかき揚げ

山口県 トマト トマトと葉ねぎ汁

徳島県
すだち すだちそうめん
白なす 真鯛と白茄子のレモン蒸し
鶏肉 鶏竜田揚げ、トマトと葉ねぎ汁

香川県

葉ねぎ トマトと葉ねぎ汁
なし フルーツ盛り

そうめん すだちそうめん、ほたてそうめん、金糸瓜そうめん、夏バテ防止アスリートそ
うめん

愛媛県
マダイ 真鯛と白茄子のレモン蒸し
河内晩柑 フルーツ盛り

高知県

ゆずこしょう すだちそうめん
オクラ オクラのグリル
しょうが おにぎり（ 生姜佃煮 ）
キビナゴ きびなごとアスパラの天ぷら

九州・沖縄
福岡県

ぶなしめじ 鶏とぶなしめじ蒸し
鶏肉 鶏とぶなしめじ蒸し
サラダ菜 ミックスサラダ

佐賀県
焼のり

おにぎり（のり佃煮 ）、おにぎり（ 鰤甘露煮 ）、おにぎり（ 牛しぐれ煮 ）、お
にぎり（ 鮭塩糀 ）、おにぎり（ 茄子味噌 ）、おにぎり（えのき佃煮 ）、おにぎ
り（しらす甘露煮 ）、おにぎり（ 梅 ）、おにぎり（ 生姜佃煮 ）

米 白米、おにぎり（のり佃煮 ）、おにぎり（ 鰤甘露煮 ）
長崎県 長なす 野菜のかき揚げ

熊本県

れんこん 蓮根と南瓜のグリル
みかん フルーツ盛り
トマトピューレ 冷やしラーメントマト風味
グレープフルーツ フルーツ盛り

大分県
パプリカ 豚肉とパプリカのかぼす漬け
トマト 冷やしラーメントマト風味
かぼす 豚肉とパプリカのかぼす漬け
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地域 産地 食材名 食材を活用して提供したメニュー名

宮崎県

ブリ おにぎり（ 鰤甘露煮 ）
生しいたけ 野菜のかき揚げ
牛肉 和牛のグリル
カットケール 冷やしラーメントマト風味、もずくとケール汁

鹿児島県

豚肉 豚肉とパプリカのかぼす漬け
米 白米、おにぎり（のり佃煮 ）、おにぎり（ 鰤甘露煮 ）
牛肉 和牛のグリル
ブリ おにぎり（ 鰤甘露煮 ）
かぼちゃ 蓮根と南瓜のグリル
オクラ オクラのグリル

沖縄県 乾燥もずく もずくとケール汁

その他
産地 品目名 備考

新潟県燕市 金属製カトラリー スプーン、フォーク、ナイフ

2．東京2020大会の選手村メインダイニングホール、グラブ＆ゴー、スタッフダイニングにおける国産食材等の活用実績
食材

産地 食材名

北海道

赤たまねぎ
かぼちゃ
じゃがいも
セロリ
黄パプリカ
赤パプリカ
たまねぎ
にんじん
だいこん
すいか
鶏肉
秋ザケ

青森県
にんじん
鶏肉

岩手県 米（ 炊飯米 ）
秋田県 豚肉

山形県
ミニトマト
メロン
すいか

福島県
米（ 炊飯米 ）
きゅうり
トマト
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産地 食材名

茨城県

米（ 炊飯米 ）
さつまいも
なす
みず菜
紫キャベツ
スィートバジル
ルッコラ
ローズマリー

栃木県 緑豆もやし

群馬県
キャベツ
チンゲンサイ

埼玉県 長ねぎ

千葉県
ブラウンマッシュルーム
すいか
スズキ

東京都 青とうがらし
神奈川県 にら

山梨県
パクチー
すもも

長野県

エリンギ
まいたけ
ズッキーニ
ぶなしめじ
グリーンリーフ
サニーレタス
ロメインレタス
レタス
ケール
紫キャベツ
はくさい
ブルーベリー

岐阜県 鶏肉
静岡県 ケール
愛知県 フリルレタス

三重県
生しいたけ
ケール

兵庫県
米（ 炊飯米 ）
たまねぎ

和歌山県 マダイ

高知県
みょうが
青とうがらし

福岡県 青ねぎ
長崎県 ミニトマト
熊本県 みかん
宮崎県 ピーマン

鹿児島県 鶏肉
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その他
産地 品目名

新潟県 燕市 金属製カトラリー（スプーン、フォーク、ナイフ）

3．東京2020大会の選手村に食材を供給いただいた学校・食材名
学校名 都道府県名 食材名

北海道大野農業高等学校 北海道 米
北海道岩見沢農業高等学校 北海道 米
北海道旭川農業高等学校 北海道 米
北海道士幌高等学校 北海道 じゃがいも
青森県立五所川原農林高等学校 青森県 米、りんご
秋田県立秋田北鷹高等学校 秋田県 米
秋田県立増田高等学校 秋田県 米
山形県立農林大学校 山形県 米
宮城県加美農業高等学校 宮城県 米
福島県立福島明成高等学校 福島県 米、もも
福島県立岩瀬農業高等学校 福島県 米
福島県立耶麻農業高等学校 福島県 米
福島県立会津農林高等学校 福島県 米
福島県立磐城農業高等学校 福島県 米
福島県立相馬農業高等学校 福島県 米、トマト
福島県立白河実業高校 福島県 米
福島県立農業短期大学校 福島県 米
福島県立修明高等学校 福島県 ミディトマト
福島県立安達東高等学校 福島県 たまねぎ
国立大学法人宇都宮大学 ( 農学部付属農場 ） 栃木県 米
群馬県立勢多農林高校 群馬県 きゅうり
埼玉県立杉戸農業高等学校 埼玉県 米
埼玉県立川越総合高等学校 埼玉県 米
埼玉県立羽生実業高等学校 埼玉県 米
東京都立農産高等学校 東京都 トマト
東京都立園芸高等学校 東京都 トマト
東京都立大島高等学校 東京都 トマト
東京都立八丈高等学校 東京都 トマト
東京都立農芸高等学校 東京都 トマト
東京都立農業高等学校 東京都 トマト
東京都立三宅高等学校 東京都 なす
東京都立瑞穂農芸高等学校 東京都 メロン
新潟県農業大学校 新潟県 米
岐阜県立岐阜農林高等学校 岐阜県 米
岐阜県立大垣養老高等学校 岐阜県 米
岐阜県立郡上高等学校 岐阜県 米
長野県富士見高等学校 長野県 中玉トマト
三重県立明野高等学校 三重県 米、豚肉
三重県立相可高等学校 三重県 牛肉
三重県立伊賀白鳳高等学校 三重県 なし
三重県立久居農林高校 三重県 なし
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学校名 都道府県名 食材名
鳥取県立農業大学校 鳥取県 なし
島根県立農林大学校 島根県 シャインマスカット
徳島県立城西高等学校 徳島県 米
徳島県立城西高等学校神山校 徳島県 すだち
香川県立笠田高等学校 香川県 なし
愛媛県立伊予農業高等学校 愛媛県 米
愛媛県立南宇和高等学校 愛媛県 河内晩柑
高知県立高知農業高等学校 高知県 米
大分県立久住高原農業高等学校 大分県 トマト
宮崎県立高鍋農業高校 宮崎県 米
国立大学法人宮崎大学 宮崎県 牛肉

※各ダイニングの食材リストに掲載された食材のうち、学校等からの供給分を掲載したものです。

東京2020ライブサイト・コミュニティライブサイト・パブリックビューイング実施一覧

1．東京2020ライブサイト（４自治体・３会場）

№ 都道府県 自治体 会場名
実施期間

オリンピック パラリンピック

1 山梨県 山中湖村 山中湖交流プラザきらら 7/24,25 ―

２ 静岡県 御殿場市、静岡県 JR 御殿場駅富士山口広場 7/24,25 ―

３ 静岡県 裾野市、静岡県 須山地区研修センター 7/24 ―

２．コミュニティライブサイト（13自治体・16会場）

№ 都道府県 自治体 ( 共催 ) 会場名
実施期間

オリンピック パラリンピック

1 山形県 米沢市 ― 置賜総合文化センター　ホール 8/1 ―

2 群馬県 沼田市 ― テラス沼田　1 階　多目的スペース 7/26,28,31,8/1 ―

3 東京都 北区 ― 北とぴあ　区民プラザ ― 8/25-9/5

4 東京都 葛飾区 ― 葛飾区郷土と天文の博物館　プラネタリウム 7/28-8/1, 
8/3-8 ―

5 東京都 府中市 ― 府中市郷土の森博物館　プラネタリウム 7/27,30, 
8/1,2,5 ―

6 東京都 稲城市 ― 稲城中央公園総合体育館 7/24,25 ―

7 福井県 福井市 ― 福井市自然史博物館分館（セーレンプラネット）　
ドームシアター 7/31-8/2,8/7 ―

8 長野県 長野市 ― セントラルスクゥエア 7/23 ―

9 長野県 長野市 ― 長野市芸術館　メインホール 7/26,28 ―

10 長野県 飯田市 ― 飯田市美術博物館プラネタリウム天歩 7/27-8/1, 
8/3-8 ―

11 長野県 大町市 ― 大町市文化会館　エコーホール　大ホール1F 7/30 ―
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№ 都道府県 自治体 ( 共催 ) 会場名
実施期間

オリンピック パラリンピック

12 静岡県 御殿場市 ― 御殿場市立原里小学校グラウンド 7/24 ―

13 静岡県 御殿場市 ― 御殿場市立玉穂小学校グラウンド 7/24 ―

14 静岡県 御殿場市 ― 柴怒田区特設会場 7/24 ―

15 静岡県 小山町 ― 小山町総合文化会館　金太郎ホール 7/24,25 ―

16 福岡県 福津市 古賀市 イオンモール福津　イオンホール 7/25,26,30 ―

3．パブリックビューイング（28自治体・32団体、62会場）※掲載は申請受付順

№ 都道府県 所在自治体 主催者／会場名
実施期間

オリンピック パラリンピック

1 愛媛県 松前町 愛媛県松前町／松前総合文化センター　広域学
習ホール 7/24 ―

2 熊本県 八代市 熊本県八代市／八代市総合体育館（ 八代トヨオカ
地建アリーナ） 7/29 ―

3 長野県 飯島町 長野県飯島町／飯島町文化館（ 大ホール） 7/29 ―

4 福井県 鯖江市 福井県鯖江市／鯖江市文化の館 7/26 ―

5 福岡県 北九州市 学校法人　鎮西敬愛学園　 
敬愛高等学校／北九州市立門司市民会館 7/26 ―

6 東京都 千代田区 国際ロータリー第 2750 地区（日本橋ロータリーク
ラブ）／パレスホテル東京 7/27 ―

7 群馬県 高崎市 群馬県高崎市／高崎芸術劇場 7/21,22, 
25-27,30 ―

8 兵庫県 尼崎市
尼崎市市民運動推進委員会 
小田地区推進協議会／ホテルヴィスキオ尼崎　 
2 階　大宴会場　オーク

7/31 ―

9 島根県 出雲市 SOFT　JAPAN 出雲キャンプ実行委員会／出雲市
役所　本庁　1 階　くにびき大ホール 7/27 ―

10 福井県 越前市 福井県越前市／越前市生涯学習センター eホール 7/30 ―

11 鹿児島県 出水市 学校法人出水学園　出水中央高等学校／出水中
央高等学校　視聴覚室及び合同講義室 8/7 ―

12 福井県 勝山市 福井県勝山市／勝山市体育館「ジオアリーナ」 7/30 ―

13 鹿児島県 出水市 いずみマチ・テラス実行委員会／「 出水市野球場 」
（ブルーチップスタジアム） 7/22,25,28 ―

14 岩手県 釜石市 岩手県釜石市／釜石市民ホールTETTO　ホールB 7/26-31 ―

15 埼玉県 朝霞市 自衛隊体育学校／自衛隊体育学校講堂 7/28-30, 
8/5-7 ―

16 熊本県 上天草市 熊本県上天草市／上天草市大矢野総合体育館 7/25,27,31 ―

17 岩手県 岩手町 東京オリンピック・パラリンピック岩手町実行委員
会／岩手広域交流センター　プラザあい 7/24,27 ―

18 佐賀県 武雄市 佐賀県武雄市／武雄市役所　1 階ホール 7/21-8/8 ―
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№ 都道府県 所在自治体 主催者／会場名
実施期間

オリンピック パラリンピック

19 富山県 高岡市 富山県実業団バドミントン連盟／トナミ運輸株式
会社　4F 大ホール 7/26,29 ―

20 富山県 小矢部市 富山県小矢部市／クロスランドおやべ　メイン
ホール 7/27 ―

21 富山県 上市町 上市町柔道協会／上市町武道館 7/28,31 ―

22 熊本県 和水町 熊本県和水町／和水町中央公民館　大会議室 7/29 ―

23 福井県 越前町 福井県ホッケー協会／越前町生涯学習センター　
多目的ホール(カメリアホール) 7/24 ―

24 山口県 山口市 平川生活体育振興会／山口市立平川小学校体育
館 8/5 ―

25 富山県 高岡市 東京オリンピック・パラリンピックホストタウン推進
事業実行委員会／ curunTAKAOKA　B1ステージ 7/24-8/7 ―

26 山口県 防府市 防府市ホストタウン推進事業実行委員会／防府市
地域交流センター　アスピラート　音楽ホール 7/27 ―

27 山口県 防府市 防府市ホストタウン推進事業実行委員会／デザイ
ンプラザHOFU　イベントホール 8/8 ―

28 静岡県 磐田市 静岡県磐田市／磐田市総合体育館　大・小会議室 7/25 ―

29 青森県 八戸市 青森県立八戸高等学校／青森県立八戸高等学校　
第 1 体育館 7/28 ―

30 東京都 小平市 東京都立小平西高等学校／東京都立小平西高等
学校　校舎棟 1 階　オープンスペース 7/24 ―

31 東京都 千代田区 国際ロータリー第 2750 地区 （ 山の手ロータリーク
ラブ）／キャピトルホテル東急　小宴会場（ 桜、橘 ） 7/27 ―

32 和歌山県 和歌山市 和歌山南ロータリークラブ／ホテル　アバローム
紀の国 7/23 ―

33 福岡県 福岡市 西南学院中学校・高等学校／西南学院中学校・高
等学校　チャペル 7/28 ―

34 富山県 富山市 富山市アクティブスポーツ協会／フューチャーシ
ティーファボーレ　2 階ハニーズ前広場 7/26 ―

35 滋賀県 米原市 滋賀県米原市／伊吹薬草の里文化センター　ジョ
イホール 7/27 ―

36 富山県 富山市 学校法人藤園学園　龍谷富山高等学校／富山国
際会議場　メインホール 7/26 ―

37 栃木県 真岡市 水沼尚輝選手を応援する会／フォーシーズン静風 7/29-8/1 ―

38 静岡県 御殿場市 高根ふれあい広場中郷館管理運営委員会／高根
ふれあい広場中郷館　2 階　中郷ホール 7/30-8/1 ―

39 秋田県 能代市 能代市ホストタウン実行委員会／能代市総合体育
館　研修室 8/5 ―

40 香川県 三木町 香川県三木町／三木町防災センター　3 階大ホー
ル 8/1 ―

41 青森県 八戸市 青森県八戸市／八戸まちなか広場マチニワ 7/27,28 ―

42 広島県 広島市 特定非営利活動法人　広島トップスポーツクラブ
ネットワーク／広島イーストビル12F　大会議室 7/30 ―

43 福岡県 福岡市 福岡大学附属若葉高等学校／福岡大学附属若葉
高等学校　第 2 視聴覚教室 7/28 ―

44 島根県 浜田市 島根県浜田市／石央文化ホール　大ホール 7/30 ―
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№ 都道府県 所在自治体 主催者／会場名
実施期間

オリンピック パラリンピック

45 茨城県 笠間市 茨城県笠間市／笠間市役所芝生広場 8/1 ―

46 福岡県 福岡市 博多高等学校／博多高等学校　フレックスホール 7/28 ―

47 京都府 亀岡市 京都府亀岡市／生涯学習施設・道の駅　ガレリア
かめおか　コンベンションホール 8/7 ―

48 兵庫県 神戸市 甲南大学／甲南大学岡本キャンパスiCommons　
Agora, Agora West 8/5 ―

49 静岡県 御殿場市 御殿場市オリンピック・パラリンピック推進協議会
／御殿場市民会館 8/5-7 ―

50 東京都 町田市 東京都町田市／市立金井中学校 8/8 ―

51 北海道 稚内市 北海道稚内市／稚内総合文化センター　大ホール ― 8/26

52 東京都 杉並区 杉並区立馬橋小学校／杉並区立馬橋小学校　各
教室 ― 8/31-9/2

53 東京都 杉並区 杉並区立松ノ木小学校／杉並区立松ノ木小学校　
各教室 ― 8/31

54 東京都 北区 北区立王子第五小学校／北区立王子第五小学校、
同体育館 ― 8/31-9/3

55 東京都 豊島区 豊島区立池袋本町小学校／豊島区立池袋本町小
学校　各教室 ― 9/1-9/3

56 東京都 杉並区 杉並区立和田小学校／杉並区立和田小学校　
ハッピールーム（ 多目的室 ） ― 8/30-9/3

57 東京都 千代田区 千代田区立ふじみこども園／ふじみこども園　遊
戯室 ― 8/27,30,31, 

9/3

58 東京都 杉並区 杉並区立済美小学校／済美小学校　5 年 6 年教室 ― 9/2

59 秋田県 大館市 秋田県大館市／大館樹海ドーム（ニプロハチ公
ドーム） ― 9/4

60 広島県 北広島町 広島県北広島町／大朝支所 2F 維精館ホール ― 8/30

61 東京都 府中市 府中市立南町小学校／府中市立南町小学校  各教
室 ― 8/31-9/2

62 北海道 美幌町 北海道美幌町／美幌町民会館「びほーる」 ― 8/27
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東京2020パートナーハウスリスト
*アルファベット順

主催者
 /Organisation

ハウス名
/Name of House

期間
/Opening Date

時間
/Opening Hours

参加対象者
/Participants

場所, 施設, スペース
 /Place, Facility, Space 

エリア
/Area

施設、スペース住所
/Facility Address

株式会社アシックス
（日比谷）
Asics

（Hibiya）

マーケティングパー
トナー
Marketing 
Partners

ASICS HOUSE 7/20-8/8 11:00-20:00 招待制
Invitation Only

SPORTS STATION & CAFÉ/ 
緑と水の市民カレッジ（日比谷公園
内施設）
SPORTS STATION & CAFE/
College of Green and Water for 
Citizens  （Hibiya Park）

日比谷公園
Hibiya Park

東京都千代田区日比谷公園1-6
1-6 Hibiyakoen, Chiyoda-ku, Tokyo

株式会社アシックス
（神宮）
Asics

（Jingu）

マーケティングパー
トナー
Marketing 
Partners

ASICS EXPERIENCE 
TOKYO 7/9-9/9 11:00-20:00

一般公開
Open to the 

public

jing （ジング） 原宿
jing Harajuku

神宮前
（原宿）
Jingu-mae

（Harajuku）

東京都渋谷区神宮前6-35 1-2F
1-2F  6-35 Jingumae,
Shibuya-ku, Tokyo

ブラジル
Brazil

大使館
Embassy

Embassy of Brazil in 
Tokyo 7/21-8/20 10:00-16:00 混合

Mixed
駐日ブラジル大使館
Embassy of Brazil in Tokyo

北青山
Kita-Aoyama

東京都港区北青山2-11-12
2-11-12 Kitaaoyama,
Minato-ku, Tokyo

内閣官房東京オリン
ピック・パラリンピック
推進本部事務局
Cabinet Secretariat

政府
Government

ホストタウンハウス
Host Town House 7/23-9/5 06:00-05:00

一般公開
Open to the 

public

デジタル （オンライン）
Digital （Online）

デジタル
（オンライン）
Digital 

（Online）

デジタル （オンライン）
Digital （Online）

フィンランド
Finland

大使館 
Embassy Home of Finland 7/23-8/8

8/24-9/5 9:00-18:00 混合
Mixed

フィンランド大使館内
Inside Embassy of Finland

南麻布
Minami-Azabu

東京都港区南麻布3-5-39
3-5-39 Minamiazabu, Minato-ku, 
Tokyo

フランス
France

大使館/NOC/開
催都市
Embassy/NOC/
Host City （Paris 
2024）

Club France 7/23-8/8 9:00-23:00 招待制
Invitation Only

東京国際交流館プラザ平成
Plaza Heisei Meeting Facilities

台場 （青海）
Daiba （Aomi）

東京都江東区青海2-2-1
2-2-1 Aomi, Koto-ku, Tokyo

イギリス
Great Britain NOC Team GB House 7/23-8/8 10:00-22:00 招待制

Invitation Only
青山ツリーハウス
AoyamaTreehouse

青山
Aoyama

東京都港区北青山1-2-3
青山ビルヂング 2F
2F Aoyama Bldg 1-2-3 Kitaaoyama, 
Minato-ku, Tokyo

ハンガリー
Hungary 

大使館
Embassy

ハンガリーオリンピック・
パラリンピック選手の紹介
Hungary at the Tokyo 
2020 Olympic / 
Paralympic Games 

8/23－9/24 10:00-17:00
一般公開

Open to the 
Public

リスト・ハンガリー文化センター
Liszt Hungarian Cultural Institute 
Tokyo

麻布十番
Azabu-juban

東京都港区麻布十番3-8-1
3-8-1,Azabu-jyuban, Minato-
ku,Tokyo

イラン・イスラム共和国
Islamic Republic of 
Iran

大使館
Embassy

美しいイラン
Beautiful IRAN

7/27-8/11
8/26-31 10:00-17:00

一般公開
Open to the 

Public

在日イラン・イスラム共和国大使館
Embassy of the Islamic Republic of 
Iran, Tokyo

南麻布
Minami-Azabu

東京都港区南麻布3-13-9
3-13-9 Minami-azabu, Minato-ku, 
Tokyo

イタリア
Italy NOC Casa Italia-Mirabilia 7/21-8/8 10:00-26:00 混合

Mixed
高輪　貴賓館
Takanawa Kihinkan

高輪
Takanawa

東京都港区高輪3-13-1
3-13-1 Takanawa, Minato-ku, Tokyo

日本
Japan NOC JOC Japan House 2020 7/21-8/8

11:00-20:00
（最終入場/Last 
admission 19:00）

招待制
Invitation Only

ジャパンスポーツオリンピックスクエア
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE

霞ヶ丘町
Kasumigaoka
-machi

東京都新宿区霞ヶ丘町4-2
4-2 Kasumigaoka-machi, 
Shinjuku-ku,Tokyo

ケニア
Kenya

政府
Government Kenya House 7/23-9/8 8:00-29:00

一般公開
Open to the 

public

デジタル （オンライン）
Digital （Online）

デジタル
（オンライン）
Digital

（Online）

デジタル （オンライン）
Digital （Online）

デンマーク王国
Kingdom of Denmark

大使館
Embassy

デンマークパビリオン
Denmark Pavilion
-the Land of Everyday 
Wonder-

8/24-9/5

平日 Weekday
12:00-17:00

週末 Weekend
11:00-18:00

一般公開
Open to the 

Public

デンマーク王国大使館
Royal Danish Embassy,Japan

代官山
Daikan-Yama

東京都渋谷区猿楽町29-6
29-6　Sarugaku-cho, Shibuya-ku, 
Tokyo

オランダ王国
Kingdom of the 
Netherlands

大使館
Embassy 

オリンピック・パラリンピッ
クから引き継がれるもの 
Olympic Heritage / 
Paralympic Legacy 

7/29- 24h
一般公開

Open to the 
Public

デジタル （オンライン）
Digital （Online）

デジタル
（オンライン）
Digital 

（Online）

デジタル （オンライン）
Digital （Online）

オランダ王国
Kingdom of the 
Netherlands

大使館
Embassy 

オリンピック・パラリンピッ
クから引き継がれるもの 
Olympic Heritage / 
Paralympic Legacy 

7/20－9/5 ー 招待制
Invitation Only

オランダ王国大使館
Embassy of the Kingdom of the 
Netherlands

芝公園
Shiba Koen

東京都港区芝公園3-6-3
3-6-3　Shiba Koen, Minato-ku, 
Tokyo

オランダオリンピック委
員会・スポーツ連合、
オランダ国立スポーツ
センター・パーペンダル
NOC/NSF, Papendal

NOC/NSF TeamNL Tokyo Expo 6/17-9/5 24h
一般公開

Open to the 
Public

デジタル （オンライン）
Digital （Online）

デジタル
（オンライン）
Digital 

（Online）

デジタル （オンライン）
Digital （Online）

パナソニック
Panasonic

マーケティングパー
トナー
Marketing 
Partners

パナソニックセンター東京
Panasonic Center 
TOKYO

7/16-7/22
（Pre Open）

7/23-9/5
9/7-12/29

10:00-18:00 混合
Mixed

パナソニックセンター東京
Panasonic Center Tokyo

有明
Ariake

東京都江東区有明3-5-1
3-5-1 Ariake, Koto-ku, Tokyo

プライドハウス東京
コンソーシアム
Pride House Tokyo 
consortium

公認プログラム
Participation
Programme

プライドハウス東京レガ
シー
Pride House Tokyo 
Legacy

6/1-9/30
（一般向けは水木

閉館
Closed Wed and 

Thu for the 
public）

13:00-19:00
一般公開

Open to the 
public

プライドハウス東京レガシー
Pride House Tokyo Legacy

新宿
Shinjuku

東京都新宿区新宿1-2-9
JF新宿御苑ビル 2F
2F JFShinjukugyoen Bldg 1-2-9, 
Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo

大韓民国
South Korea NPC Korea House 8/16-9/8 8:00-22:00 招待制

Invitation Only

ベイサイドホテル　アジュール竹芝　
バンケットホール
Bayside Hotel Azur Takeshiba 
Banquet Hall

海岸
（竹芝）
Kaigan

（Takeshiba）

東京都港区海岸1-11-2
1-11-2 Kaigan, Minato-ku, Tokyo

大韓民国
South Korea

NOC/大使館
NOC/Embassy Korea House 7/15-8/8 -

一般公開
Open to the 

public

デジタル （オンライン）
Digital （Online）

デジタル
（オンライン）
Digital

（Online）

デジタル （オンライン）
Digital （Online）

スウェーデン
Sweden NOC Sweden Arena 7/23-8/8 10:00-20:00 招待制

Invitation Only
ユニクロ有明オフィス
UNIQLO Ariake office

有明
Ariake

東京都江東区有明1-6-7 6F
6F 1-6-7 Ariake, Koto-ku, Tokyo

（株）WOWOW
WOWOW Inc.

マーケティングパー
トナー /放送権者
Marketing 
Partners/RHB

IPC & WOWOW 
Paralympic 
Documentary Series 
WHO I AM HOUSE 
Powered by TOKYO GAS

7/23‐9/5 9:00-20:00 混合
Mixed

IPC & WOWOW Paralympic 
Documentary Series WHO I AM 
HOUSE Powered by TOKYO GAS

豊洲
Toyosu

東京都江東区豊洲6-4-4
6-4-4 Toyosu, Koto-ku, Tokyo
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東京2020オリンピック　一般チケット価格

競技 最低価格 最高価格

開会式 ¥12,000 〜 ¥300,000

閉会式 ¥12,000 〜 ¥220,000

水泳（競泳） ¥5,800 〜 ¥108,000

水泳（飛込） ¥3,500 〜 ¥30,500

水泳（アーティスティックスイミング） ¥4,000 〜 ¥45,000

水泳（水球） ¥3,000 〜 ¥18,000

水泳（マラソンスイミング） ¥3,500 〜 ¥5,500

アーチェリー ¥3,000 〜 ¥7,000

陸上競技（トラック＆フィールド） ¥3,000 〜 ¥130,000

陸上競技（マラソン） チケット販売なし

陸上競技（競歩） チケット販売なし

バドミントン ¥4,000 〜 ¥45,000
野球 ¥4,000 〜 ¥67,500
ソフトボール ¥2,500 〜 ¥25,500
バスケットボール（3x3） ¥3,000 〜 ¥18,000
バスケットボール（バスケットボール） ¥3,000 〜 ¥108,000
ボクシング ¥3,500 〜 ¥45,000
カヌー（スラローム） ¥3,000 〜 ¥10,000
カヌー（スプリント） ¥3,000 〜 ¥9,500
自転車競技 （BMX フリースタイル） ¥2,500 〜 ¥10,000
自転車競技 （BMX レーシング） ¥3,000 〜 ¥12,500
自転車競技 （マウンテンバイク） ¥5,000 〜 ¥5,000
自転車競技 （ロード） ¥3,500 〜 ¥5,500
自転車競技（トラック） ¥4,000 〜 ¥14,500
馬術（馬場馬術、総合馬術、障害馬術） ¥3,000 〜 ¥16,000

フェンシング ¥3,000 〜 ¥11,500

サッカー ¥2,500 〜 ¥67,500
ゴルフ ¥7,000 〜 ¥10,000

体操（体操競技） ¥4,000 〜 ¥72,000
体操（新体操） ¥4,000 〜 ¥36,000

体操（トランポリン） ¥5,500 〜 ¥16,000

ハンドボール ¥3,500 〜 ¥20,000

ホッケー ¥2,500 〜 ¥10,000

柔道 ¥4,000 〜 ¥54,000
空手（形、組手） ¥3,500 〜 ¥12,800

近代五種 ¥2,500 〜 ¥4,000

ボート ¥3,000 〜 ¥9,500
ラグビー ¥2,500 〜 ¥25,500

セーリング ¥3,000 〜 ¥5,500

射撃（ライフル、クレー） ¥2,500 〜 ¥5,500

スケートボード（パーク、ストリート） ¥4,000 〜 ¥11,500
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競技 最低価格 最高価格

スポーツクライミング ¥3,000 〜 ¥12,500

サーフィン ¥3,000 〜 ¥3,000

卓球 ¥3,500 〜 ¥36,000

テコンドー ¥3,000 〜 ¥9,500

テニス ¥3,000 〜 ¥54,000

トライアスロン ¥4,000 〜 ¥8,000

バレーボール（ビーチバレーボール） ¥3,500 〜 ¥45,000

バレーボール（バレーボール） ¥4,000 〜 ¥54,000

ウエイトリフティング ¥2,500 〜 ¥12,800

レスリング（フリースタイル、グレコローマン） ¥4,000 〜 ¥45,000

東京2020パラリンピック　一般チケット価格

競技 最低価格 最高価格
開会式 ¥8,000 〜 ¥150,000
閉会式 ¥8,000 〜 ¥90,000
アーチェリー ¥1,800 〜 ¥2,400
陸上競技（トラック&フィールド） ¥2,000 〜 ¥6,500
陸上競技（マラソン） ¥2,000 〜 ¥3,200
バドミントン ¥1,600 〜 ¥3,200
ボッチャ ¥1,200 〜 ¥3,200
カヌー ¥900 〜 ¥2,000
自転車競技（トラック） ¥2,000 〜 ¥3,200
自転車競技（ロード） ¥1,400 〜 ¥2,000
馬術 ¥1,400 〜 ¥2,000
5人制サッカー ¥1,800 〜 ¥5,000
ゴールボール ¥900 〜 ¥2,800

柔道 ¥2,000 〜 ¥5,000

パワーリフティング ¥1,400 〜 ¥2,000
ボート ¥900 〜 ¥2,400

射撃 ¥1,800 〜 ¥2,400
シッティングバレーボール ¥1,400 〜 ¥3,600

水泳 ¥2,000 〜 ¥7,000

卓球 ¥1,400 〜 ¥2,800

テコンドー ¥900 〜 ¥2,000

トライアスロン ¥1,400 〜 ¥3,000
車いすバスケットボール ¥2,400 〜 ¥7,000

車いすフェンシング ¥900 〜 ¥2,400

車いすラグビー ¥2,400 〜 ¥4,000
車いすテニス ¥1,800 〜 ¥6,500
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