
 

 
 1 / 3 

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会  

<Tokyo 2020.NEWS-2018-091> 

 2018 年 5 月 2 日 

 

IOC 理事会にてサッカー全 7 会場が正式承認 

東京 2020 大会の全ての競技会場が決定しました 
 

本日、ローザンヌ（スイス）で行われた国際オリンピック委員会（IOC）理事会において、東京 2020 

オリンピック競技大会のサッカー競技全 7 会場が一括承認されました。 

これにより、東京 2020 大会の全ての競技会場が決定したことになります。 

東京 2020 組織委員会と東京都は、組織委員会設立直後の 2014 年 6 月より会場計画の見直しに着

手し、レガシーや都民生活への影響、整備コストの視点から、新規恒久施設の見直しを含む、会場計

画全体の見直しを進めてきました。 

2014 年 12 月には、IOC 総会でオリンピックアジェンダ 2020 が採択され、既存施設の活用推進が

提唱されたことから、東京 2020 大会の会場計画の見直しが一層後押しされました。その後、IOC や

国際競技団体（IF）のサポートの下、さらなる見直しを進めた結果、既存施設の利用は招致段階の約

4 割から約 6 割に増加し、施設整備費を 2000 億円以上削減しました。既存施設の活用は、2018 年 2

月の IOC 総会で提示された、効率的な大会運営のための新規範「ニューノーム（New Norm）」にも示

されています。 

 

この見直しに伴い、近隣自治体の競技会場をはじめ、数多くの既存施設を活用することになり、多

くの自治体の皆さまと共に大会開催の準備を進めることは東京大会の大きな特徴となりました。既存

施設が活用され、また、新たに整備される 8 つの新規恒久施設が健康で豊かな都市生活を生み出すレ

ガシーとなることは、将来の開催都市にとっても、持続可能な大会運営のモデルになります。 

 

また、サッカーでは宮城スタジアム（宮城県）、茨城カシマスタジアム（茨城県）、野球・ソフトボ

ールでは福島あづま球場（福島県）など、東日本大震災の被災地でも競技が実施されます。復興にむ

けて力を尽くされている多くの方にも、スポーツの力を通じて勇気や希望をお届けし、また、世界中

から寄せられた支援や励ましに対し、震災から 10 年目の日本の姿を感謝の気持ちとともに発信して

いきます。 
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2 年後に迫った東京 2020 大会の成功に向けて、IOC や IF の知見を活用しつつ、引き続き関係機関

と緊密に連携して準備を進めていきます。 

その他、本日の IOC 理事会において、東京 2020 大会における配宿計画について IOC に提案し、承

認されました。今後、大会関係者ごとの具体的な配宿を進めていきます。 

 

■IOC 理事会で承認を得た競技会場 

競 技 会 場 

サッカー 

新国立競技場（オリンピックスタジアム） 

東京スタジアム 

札幌ドーム 

宮城スタジアム 

茨城カシマスタジアム 

埼玉スタジアム 2002 

横浜国際総合競技場 

 

■森 喜朗 東京 2020 組織委員会会長 コメント 

 サッカー全 7 会場を一括提案し、全体で正式に承認されました。これを以て、東京 2020 大会全競技

の実施会場が決定いたしました。 

これまでの会場見直しの結果、既存施設の割合は招致時の約 4 割から約 6 割に増えました。また、近

隣自治体にも施設の利用にご協力いただき、共に大会を開催することとなりました。より多くの皆さ

まに大会の感動をお届けできるとともに、持続可能な大会の開催モデルを示すことができると考えて

おります。 

大会の開幕まであと 2 年余り、大会の成功に向けて、引き続き関係者と密に連携して準備に取り組ん

でいきたいと思います。 

 

■東京 2020 大会の会場計画について 

東京 2020 大会では、全 43 会場（恒久：8、既存：25、仮設：10）を使用予定です。多くの会場は、

選手村を起点としたヘリテッジゾーンと東京ベイゾーンの 2 つのゾーンに位置しており、大会期間

中、オリンピック 33 競技が 42 会場で、パラリンピック 22 競技が 21 会場で開催されます。全 43 会

場のうち、約 60％が既存の会場であり、東京 2020 大会は既存施設を最大限に活用し、持続可能な大

会の開催準備を進めています。 

 

【添付】 

 別紙 1：サッカーの競技会場について 

別紙 2：東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技会場一覧（43 会場） 

別紙 3：オリンピック・パラリンピック競技会場配置図 
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【本件に関するお問い合わせ】 

東京 2020 組織委員会 

広報局広報部戦略広報課  

電話：03-6631-1949 / FAX：03-3502-8874 

担当：渡邉（さ） 

Email：pressoffice@tokyo2020.jp 

 

【公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会について】 

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

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

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

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

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

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

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

Instagram: https://www.instagram.com/tokyo2020/ | LINE: https://line.me/R/ti/p/%40tokyo2020 
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サッカーの競技会場について 

 

会場名 会場写真 会場詳細 

新国立競技場 

（オリンピックスタジ

アム） 

 

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 

東京 1964 大会のオリンピックスタジア

ムであった国立競技場が、2020 年までに

新しい競技場に生まれ変わります。東京

2020 大会では、開・閉会式のほか、陸上

競技やサッカーが行われます。大会後は

各種スポーツ・文化関連イベントに使用

される予定です。 

東京スタジアム 

 

 

サッカーをはじめ、多彩なイベントに利

用されている多目的スタジアムです。 

札幌ドーム 

 

 

サッカーと野球のプロチーム 2 つの本拠

地にもなっている施設です。日本最北に

ある全天候型ドームスタジアムです。北

海道札幌市にあります。 

宮城スタジアム 

 

 

スタジアムの観客席を覆う大屋根は、仙

台藩主「伊達政宗公」の兜飾りの三日月を

デザインしています。陸上競技場兼サッ

カー球技場です。宮城県宮城郡利府町に

あります。 



茨城カシマスタジアム 

 

本格的なサッカー専用スタジアムで、常

緑の天然芝フィールドとスタンドのどこ

からでも観戦しやすい観客席を有してい

ます。プロサッカーチームの本拠地にも

なっています。茨城県鹿嶋市にあります。

埼玉スタジアム 2002 

 

アジア最大級・日本で最大のサッカー専

用スタジアムです。埼玉県さいたま市に

あります。 

横浜国際総合競技場 

 

日本最大規模の 72,327 席の観客収容能

力を誇る屋外多目的競技場です。神奈川

県横浜市にあります。 

 

 



　　　     

東京2020オリンピック・パラリンピック競技会場一覧（43会場）

No 競技会場名称 オリンピック競技（42会場） パラリンピック競技（21会場） 建設種別

1 新国⽴競技場（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 開会式・閉会式、陸上競技 恒久

2 東京体育館 卓球 卓球 既存

3 国⽴代々⽊競技場 ハンドボール バドミントン、ウィルチェアーラグビー 既存

4 ⽇本武道館 柔道、空⼿ 柔道 既存

5 皇居外苑 陸上競技(競歩) 仮設

6 東京国際フォーラム ウエイトリフティング パワーリフティング 既存

7 国技館 ボクシング 既存

8 ⾺事公苑 ⾺術（⾺場⾺術、総合⾺術、障害⾺術） ⾺術 既存

9 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） ⾞いすバスケットボール 恒久

10 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、
⾺術、レーザーラン） 既存

11 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）） 仮設

12 有明アリーナ バレーボール（バレーボール） ⾞いすバスケットボール 恒久

13 有明体操競技場 体操 ボッチャ 仮設

14 有明BMXコース 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 仮設

15 有明テニスの森 テニス ⾞いすテニス 既存

16 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 トライアスロン 仮設

17 潮⾵公園 バレーボール（ビーチバレーボール） 仮設

18 ⻘海アーバンスポーツ会場 バスケットボール（3×3）、スポーツクライミング 5⼈制サッカー 仮設

19 ⼤井ホッケー競技場 ホッケー 恒久

20 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）） 仮設

21 海の森⽔上競技場 カヌー（スプリント）、ボート カヌー、ボート 恒久

22 カヌー・スラローム会場 カヌー（スラローム） 恒久

23 アーチェリー会場（夢の島公園） アーチェリー アーチェリー 恒久

24 オリンピック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） ⽔泳 恒久

25 東京⾠⺒国際⽔泳場 ⽔泳（⽔球） 既存

26 幕張メッセ Aホール テコンドー、レスリング シッティングバレーボール 既存

27 幕張メッセ Bホール フェンシング テコンドー、⾞いすフェンシング 既存

28 幕張メッセ Cホール ゴールボール 既存

29 釣ヶ崎海岸サーフィン会場 サーフィン 仮設

30 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） 既存

31 陸上⾃衛隊朝霞訓練場 射撃 射撃 仮設

32 霞ヶ関カンツリー倶楽部 ゴルフ 既存

33 江の島ヨットハーバー セーリング 既存

34 伊⾖ベロドローム ⾃転⾞競技（トラック） ⾃転⾞競技（トラック） 既存

35 伊⾖マウンテンバイクコース ⾃転⾞競技（マウンテンバイク） 既存

36 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）） ⾃転⾞競技（ロード） 既存

37 福島あづま球場 野球・ソフトボール 既存

38 横浜スタジアム 野球・ソフトボール 既存

39 札幌ドーム サッカー 既存

40 宮城スタジアム サッカー 既存

41 茨城カシマスタジアム サッカー 既存

42 埼⽟スタジアム2002 サッカー 既存

43 横浜国際総合競技場 サッカー 既存

別紙2
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東京ベイゾーン

新国立競技場（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

日本武道館

1

□△  卓球

□  ハンドボール
△  バドミントン、ウィルチェアーラグビー

□△  柔道
□　  空手

東京体育館

有明アリーナ
□  バレーボール（バレーボール）
△  車いすバスケットボール

有明体操競技場

有明 BMXコース

□  体操
△  ボッチャ

□  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

有明テニスの森
□  テニス
△  車いすテニス

お台場海浜公園
□△  トライアスロン
□　  水泳（マラソンスイミング） 

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）

伊豆マウンテンバイクコース
□  自転車競技（マウンテンバイク）

36 富士スピードウェイ
□△  自転車競技（ロード）

札幌ドーム
□  サッカー

37 福島あづま球場
□  野球・ソフトボール

宮城スタジアム
□  サッカー

41 茨城カシマスタジアム
□  サッカー

埼玉スタジアム2002
□  サッカー

43 横浜国際総合競技場
□  サッカー

霞ヶ関カンツリー倶楽部
□  ゴルフ

江の島ヨットハーバー
□  セーリング

伊豆ベロドローム

陸上自衛隊朝霞訓練場
□△  射撃

□△  自転車競技（トラック）

29

38 横浜スタジアム
□  野球・ソフトボール

釣ヶ崎海岸サーフィン会場
□  サーフィン

2

国立代々木競技場3

4

東京国際フォーラム
□  ウエイトリフティング
△  パワーリフティング

6

国技館
□  ボクシング

馬事公苑
□  馬術（馬場馬術、総合馬術※、障害馬術）
△  馬術 ※クロスカントリーを除く

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）］
△  車いすバスケットボール 

東京スタジアム
□  サッカー、
　  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］、
　  ラグビー

11 武蔵野の森公園
□  自転車競技（ロード）

潮風公園
□  バレーボール（ビーチバレーボール）

青海アーバンスポーツ会場
□  バスケットボール（3x3）、スポーツクライミング
△  ５人制サッカー

19 大井ホッケー競技場
□  ホッケー

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］）

海の森水上競技場
□△  ボート
□　  カヌー（スプリント）
△　  カヌー
カヌー・スラローム会場
□  カヌー（スラローム）

アーチェリー会場（夢の島公園）
□△  アーチェリー

オリンピックアクアティクスセンター
□  水泳（競泳、飛込、シンクロナイズドスイミング）
△  水泳

東京辰巳国際水泳場
□  水泳（水球）

幕張メッセ Ａホール
□  テコンドー、レスリング
△  シッティングバレーボール

27 幕張メッセ Ｂホール
□  フェンシング
△  テコンドー、車いすフェンシング

28 幕張メッセ Ｃホール
△  ゴールボールその他

□ … オリンピック競技　　△ … パラリンピック競技

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

皇居外苑
□  陸上競技［競歩］

5
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※シンクロナイズドスイミングは、2018年4月にアーティスティックスイミングへ名称が変更されています。
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