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❶夢の島公園アーチェリー場
　 アーチェリー　 
東京都江東区夢の島二丁目1番4号
▶JR京葉線、
　東京メトロ有楽町線、
　東京臨海高速鉄道りんかい線
　「新木場駅」下車徒歩

❷オリンピックスタジアム
　 開会式、閉会式、陸上競技
東京都新宿区霞ヶ丘町10番1号
▶JR総武線「信濃町駅」「千駄ヶ谷駅」下車徒歩 
▶東京メトロ半蔵門線、都営大江戸線「青山一丁目駅」下車徒歩 
▶東京メトロ副都心線「北参道
　駅」下車徒歩 
▶東京メトロ銀座線「外苑前駅」
　下車徒歩 
▶都営大江戸線「国立競技場駅」
　下車徒歩

※開会式・閉会式のシートマップについては、調整中。

東京2020パラリンピック 競技会場案内

❸国立代々木競技場
　 バドミントン、車いすラグビー
東京都渋谷区神南二丁目1番1号
▶JR 山手線「原宿駅」下車徒歩
▶東京メトロ千代田線・副都心線
　「明治神宮前駅」下車徒歩

❹有明体操競技場
　 ボッチャ
東京都江東区有明一丁目10番1号
▶東京臨海高速鉄道りんかい線「国際展示場駅」下車徒歩
▶ゆりかもめ「有明テニスの森駅」下車徒歩

❺海の森水上競技場
　 カヌー、ボート
東京都江東区青海三丁目地先
▶東京臨海高速鉄道りんかい線
　「東京テレポート駅」下車シャト
　ルバス乗車
▶JR京葉線、東京メトロ有楽町
　線、東京臨海高速鉄道りんかい
　線「新木場駅」下車シャトルバス
　乗車

❻伊豆ベロドローム（トラック）
　 自転車競技（トラック）
静岡県伊豆市大野1826番地
▶JR伊東線「伊東駅」下車シャトルバス乗車
▶伊豆箱根鉄道「修善寺駅」下車シャトルバス乗車

❼富士スピードウェイ（ロード）
　 自転車競技（ロード）
静岡県駿東郡小山町中日向694
▶JR御殿場線「御殿場駅」下車シャトルバス乗車 
▶小田急小田原線「開成駅」下車シャトルバス乗車

❽馬事公苑
　 馬術
東京都世田谷区上用賀二丁目1番1号
▶小田急小田原線「経堂駅」「千歳船橋駅」下車徒歩 
▶東急田園都市線「用賀駅」下車徒歩・シャトル
　バス乗車 
▶東急田園都市線「桜新町駅」下車徒歩
▶東急世田谷線「上町駅」下車徒歩
▶小田急小田原線「成城学園前駅」シャトルバス
　（夜間退場時）

❾青海アーバンスポーツパーク
　 5人制サッカー
東京都江東区青海一丁目1番
▶東京臨海高速鉄道りんかい線「東京テレポート駅」下車徒歩

10幕張メッセ（A・B・Cホール）
　 ゴールボール、シッティングバレーボール、テコンドー、
　 車いすフェンシング
千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目1番
▶JR 京葉線「海浜幕張駅」下車徒歩

11日本武道館
　 柔道
東京都千代田区北の丸公園2番3号
▶東京メトロ東西線・半蔵門線、都営新宿線「九段下駅」下車徒歩
▶東京メトロ東西線「竹橋駅」徒歩（退場時）

Paralympics 2020 Paralympics 2020

大成建設・梓設計・隈研吾建築都市設計事務所JV作成／JSC提供

注）パース等は完成予想のイメージで
あり、実際のものとは異なる場合が
あります。植栽は完成後10年の姿
を想定しております。
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12東京国際フォーラム
　 パワーリフティング
東京都千代田区丸の内三丁目5番1号
▶JR京浜東北線・山手線、東京メトロ有楽町線「有楽町駅」下車徒歩

13陸上自衛隊朝霞訓練場
　 射撃
東京都練馬区大泉学園町九丁目4番
▶東武東上線「朝霞駅」下車シャトルバス乗車 
▶東武東上線、東京メトロ有楽町線・副都心線「和光市駅」下車
シャトルバス乗車 
▶都営大江戸線「光が丘駅」下車シャトルバス乗車

14東京アクアティクスセンター
　 水泳　 
東京都江東区辰巳二丁目2番1号
▶東京メトロ有楽町線「辰巳
　駅」下車徒歩 
▶JR京葉線「潮見駅」下車徒歩

東京2020パラリンピック 競技会場案内
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15東京体育館
　 卓球
東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目17番1号
▶JR 総武線「千駄ヶ谷駅」下車徒歩
▶都営大江戸線「国立競技場駅」下車徒歩

16お台場海浜公園
　 トライアスロン
東京都港区台場一丁目
▶東京臨海高速鉄道りんかい線「東京テレポート駅」下車徒歩
▶ゆりかもめ「台場駅」下車徒歩（入場時） 
▶ゆりかもめ「お台場海浜公園駅」徒歩（退場時）

17有明アリーナ
　 車いすバスケットボール
東京都江東区有明一丁目11番1号
▶東京メトロ有楽町線、ゆりかも
　め「豊洲駅」下車徒歩 
▶ゆりかもめ「新豊洲駅」下車徒歩 
▶東京臨海高速鉄道りんかい線「東
　雲駅」「国際展示場駅」下車徒歩

18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
東京都調布市西町290番地11
▶京王線「飛田給駅」下車徒歩

19有明テニスの森
　 車いすテニス
東京都江東区有明二丁目2番22号
▶東京臨海高速鉄道りんかい線「国際展示場駅」下車徒歩

Paralympics 2020 Paralympics 2020

※各会場のアクセス情報は大会時のものです。
※大会時には、通常の交通ルートとは違うルートの使用をお願いする可能性があります。
※駅から会場までの所要時間は現在検討中です。
※ピンク色でマークされている駅は、アクセシブルルートとして利用を想定している駅
　（アクセシブル対応ができる駅）です。
※アクセス情報は今後追加・変更の可能性があります。
※シートマップは変更となる場合があります。



13 14

12東京国際フォーラム
　 パワーリフティング
東京都千代田区丸の内三丁目5番1号
▶JR京浜東北線・山手線、東京メトロ有楽町線「有楽町駅」下車徒歩

13陸上自衛隊朝霞訓練場
　 射撃
東京都練馬区大泉学園町九丁目4番
▶東武東上線「朝霞駅」下車シャトルバス乗車 
▶東武東上線、東京メトロ有楽町線・副都心線「和光市駅」下車
シャトルバス乗車 
▶都営大江戸線「光が丘駅」下車シャトルバス乗車

14東京アクアティクスセンター
　 水泳　 
東京都江東区辰巳二丁目2番1号
▶東京メトロ有楽町線「辰巳
　駅」下車徒歩 
▶JR京葉線「潮見駅」下車徒歩

東京2020パラリンピック 競技会場案内

競技会場マップ

●

●
●

●

●❷

●❶●17●14

●13

●18
●❽

15
●❸

❾
10

●12
●11

●❹●19
●❺

16

東京国際空港
（羽田空港）

東京駅

●

●
山梨県

静岡県
神奈川県

❻

❼富士山

15東京体育館
　 卓球
東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目17番1号
▶JR 総武線「千駄ヶ谷駅」下車徒歩
▶都営大江戸線「国立競技場駅」下車徒歩

16お台場海浜公園
　 トライアスロン
東京都港区台場一丁目
▶東京臨海高速鉄道りんかい線「東京テレポート駅」下車徒歩
▶ゆりかもめ「台場駅」下車徒歩（入場時） 
▶ゆりかもめ「お台場海浜公園駅」徒歩（退場時）

17有明アリーナ
　 車いすバスケットボール
東京都江東区有明一丁目11番1号
▶東京メトロ有楽町線、ゆりかも
　め「豊洲駅」下車徒歩 
▶ゆりかもめ「新豊洲駅」下車徒歩 
▶東京臨海高速鉄道りんかい線「東
　雲駅」「国際展示場駅」下車徒歩

18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
東京都調布市西町290番地11
▶京王線「飛田給駅」下車徒歩

19有明テニスの森
　 車いすテニス
東京都江東区有明二丁目2番22号
▶東京臨海高速鉄道りんかい線「国際展示場駅」下車徒歩

Paralympics 2020 Paralympics 2020

※各会場のアクセス情報は大会時のものです。
※大会時には、通常の交通ルートとは違うルートの使用をお願いする可能性があります。
※駅から会場までの所要時間は現在検討中です。
※ピンク色でマークされている駅は、アクセシブルルートとして利用を想定している駅
　（アクセシブル対応ができる駅）です。
※アクセス情報は今後追加・変更の可能性があります。
※シートマップは変更となる場合があります。


	片面オリパラ01-02_2ndP ennki コピーのコピー
	片面オリパラ03-04_2ndP enki コピーのコピー
	片面オリパラ05-06_2ndP FIX enki コピーのコピー
	片面オリパラ07-08_2ndP FIX enki コピーのコピー
	片面オリパラ09-10_2ndP FIX enki コピーのコピー
	片面オリパラ11-14



