
開催日 開催曜日 市区町村名
出発予定

時間
出発地

到着予定
時間

到着地 セレモニー会場 備考

世田谷区 9:15
駒沢オリンピック公園総合運動場 陸上
競技場

10:33 けやき広場 けやき広場

狛江市 12:10 狛江駅南口ロータリー 12:43 狛江市立緑野小学校 狛江駅南口ロータリー

稲城市 15:10 稲城北緑地公園駐車場横 15:16
稲城北緑地公園
スケートパーク横

多摩川サイクリングロードにおいて、自転車による聖火リ
レーの実施を予定しております。（注１）

稲城市 15:33 いなぎペアパーク 16:18 稲城市役所 第一駐車場 いなぎペアパーク

町田市 17:43
町田薬師池公園四季彩の杜西園ウェルカ
ムゲート

19:00 町田シバヒロ 町田シバヒロ

多摩市 10:05 多摩市役所 10:51 聖蹟桜ヶ丘駅前 多摩市役所（地下駐車場）

日野市 12:14 市民の森スポーツ公園 13:08 日野自動車 日野自動車

昭島市 15:49 昭島市役所本庁舎 駐車場 16:38 昭和公園 昭島市役所本庁舎 駐車場

八王子市 17:00 高尾山一号路　見晴台入口 17:06 高尾山大見晴園地
高尾山において、聖火リレーの実施を予定しております。
（注１）

八王子市 18:20
1964年東京オリンピック大会自転車競技
記念碑

19:39 富士森公園 富士森公園

檜原村 9:40 檜原村やすらぎの里 であいのひろば 9:58 檜原村役場 檜原村やすらぎの里 であいのひろば

奥多摩町 10:40 小河内貯水池管理事務所奥 10:46 小河内ダム竣工50周年記念植樹手前
奥多摩湖において、聖火リレーの実施を予定しておりま
す。（注１）

奥多摩町 12:09 弁天橋東 12:45 東長畑橋手前 JR青梅線奥多摩駅 駅前広場

日の出町 15:25 日の出町庁舎 15:51 亜細亜大学 日の出キャンパス 日の出町庁舎

青梅市 16:15 御岳渓谷　カヌー練習場付近 16:21 御岳小橋下流域
御岳渓谷において、カヌーによる聖火リレーの実施を予定
しております。（注１）

青梅市 17:21 金剛寺前 18:20 青梅市総合体育館 青梅市総合体育館

瑞穂町 19:37 瑞穂町郷土資料館 けやき館 20:10 瑞穂ビューパーク競技場 瑞穂ビューパーク競技場

羽村市 9:40 羽村市スポーツセンター 10:16 羽村市動物公園（歩道橋前） 羽村市スポーツセンター

あきる野市 11:15 あきる野市民プール 12:07 秋川体育館 駐車場 秋川体育館 駐車場

福生市 14:29 睦橋東交差点 15:03 福生市役所 丘の広場 福生市役所 丘の広場

武蔵村山市 16:33 武蔵村山市立第一小学校 17:05 ひまわりガーデン武蔵村山 ひまわりガーデン武蔵村山

立川市 18:55 立川市子ども未来センター南 19:40 TACHIKAWA STAGE GARDEN TACHIKAWA STAGE GARDEN

国立市 9:25 ＪＲ国立駅南口ロータリー入口 9:57 国立市役所 大学通り（JR国立駅南口ロータリー入口）

国分寺市 11:02 国分寺市ひかりプラザ 11:50
国分寺市新庁舎建設予定地
（いずみプラザ東側用地）

国分寺市新庁舎建設予定地
（いずみプラザ東側用地）

国分寺市 13:00 武蔵国分寺跡 13:06
お鷹の道　真姿の池湧水群（真姿弁財
天）

お鷹の道・真姿の池湧水群（真姿弁財天）において、聖火
リレーの実施を予定しております。（注１）

小平市 13:49 上水南町交差点 14:31 小平駅南口ロータリー 小平駅南口ロータリー

東大和市 16:02 東大和市役所 （市役所通り） 16:41 都立東大和南公園　平和広場 都立東大和南公園　平和広場

東村山市 18:09 東村山駅東口ロータリー 19:00 国立療養所多磨全生園 国立療養所多磨全生園

清瀬市 9:30 清瀬市立清瀬第八小学校 10:11 清瀬市児童センター 清瀬市立清瀬第八小学校

東久留米市 11:20 滝山球場前 12:05 東久留米市役所
東久留米市役所（市民プラザ　屋内ひろ
ば）

西東京市 14:30 東伏見交差点（青梅街道上） 15:14 西東京市立けやき小学校 西東京市立けやき小学校

小金井市 16:36 栗山公園 17:20 武蔵小金井駅南口広場（クロスコート） 武蔵小金井駅南口広場（クロスコート）

小金井市 18:00 天明家（農家）前 18:06 子宝湯前
江戸東京たてもの園において、聖火リレーの実施を予定し
ております。（注１）

府中市 18:27 府中市民陸上競技場 19:32 東京競馬場 東京競馬場

調布市 9:00 深大寺 9:53 調布駅前広場 深大寺

三宅村 10:15 阿古体育館前 10:28
ここぽーと
(阿古漁港船客待合所 )

ここぽーと
(阿古漁港船客待合所 )

神津島村 11:00 神津島開発総合センター 11:16 まっちゃーれセンター前広場 まっちゃーれセンター前広場

新島村
（新島）

13:05 東京都大島支庁新島出張所 13:18 新島港船客待合所前広場 新島港船客待合所前広場

新島村
（式根島）

14:30 式根島郵便局 14:42 泊海水浴場駐車場

利島村 16:10 なかよし公園前 16:23 利島村立利島小中学校 利島村立利島小中学校

大島町 16:55 大島町メモリアル公園　祈りの広場 17:26 仲の原園地 仲の原園地

7月15日 （木）

※赤字は延期前からの変更点
※今回公表した出発・到着予定時間等は、今後変更される場合があります。
※各ルートの地図は、東京2020組織委員会HP「東京2020オリンピック聖火リレールート情報（https://tokyo2020.org/ja/torch/route/）を参照ください。
※（注１）は、地域の歴史的・文化的な魅力を発信できる場所で、通常の隊列を伴わず聖火リレーを実施する区間

7月12日 （月）

7月13日 （火）

7月14日 （水）

7月11日 （日）

都内オリンピック聖火リレールート　出発地・到着地・セレモニー会場一覧（令和３年５月２５日発表）

7月9日 （金）

7月10日 （土）

【セレモニー会場分類】

都内出発式・都内到着式

出発式

セレブレーション

ミニセレブレーション



開催日 開催曜日 市区町村名
出発予定

時間
出発地

到着予定
時間

到着地 セレモニー会場 備考

御蔵島村 9:00 御蔵島村立御蔵島小中学校 9:15 御蔵島港船客待合所前 御蔵島村立御蔵島小中学校

八丈町 11:00 八丈島空港駐車場 11:19 八丈町立富士中学校 八丈島空港駐車場

青ヶ島村 13:30 青ヶ島ヘリポート 13:42 青ヶ島小中学校 青ヶ島小中学校

小笠原村
（父島）

14:15 小笠原水産センター 14:24 大神山公園お祭り広場 大神山公園お祭り広場

小笠原村
（母島）

14:55 ロース記念館 15:03 沖港船客待合所

三鷹市 15:35
三鷹中央防災公園・元気創造プラザ 中
央広場

16:14 三鷹駅前交差点
三鷹中央防災公園・元気創造プラザ 中央
広場

武蔵野市 17:11 吉祥寺駅北口 はな子像 17:51 武蔵野陸上競技場 武蔵野陸上競技場

杉並区 10:03 杉並区立桃井原っぱ公園 11:11 蚕糸の森公園管理事務所前広場 杉並区立桃井原っぱ公園

中野区 14:45 中野四季の森公園 15:34 山手通り（中野氷川神社前） 中野四季の森公園 イベントエリア

練馬区 17:39 石神井公園駅（西口・富士街道） 19:00 練馬区立練馬総合運動場公園 練馬区立練馬総合運動場公園

豊島区 9:00 池袋西口公園 10:01 中池袋公園 池袋西口公園

豊島区 10:50 南長崎花咲公園 10:56 トキワ荘マンガミュージアム
豊島区立トキワ荘マンガミュージアムにおいて、聖火リ
レーの実施を予定しております。（注１）

板橋区 11:13 あずさわスポーツフィールド 12:15 板橋区役所前 あずさわスポーツフィールド

北区 14:21 北区役所 15:14 赤羽スポーツの森公園競技場 赤羽スポーツの森公園競技場

足立区 16:54 竹の塚交差点 18:13 東京都中央卸売市場足立市場 東京都中央卸売市場足立市場

葛飾区 9:15 葛飾区役所 10:10
葛飾区奥戸総合スポーツセンター　体育
館前

葛飾区役所

葛飾区 10:25 柴又駅前広場「フーテンの寅像」前 10:31 柴又帝釈天（題経寺）
柴又帝釈天参道において、聖火リレーの実施を予定してお
ります。（注１）

江戸川区 10:58 ＦＭラジオ局前 12:39 船堀駅北口広場 江戸川区立第三松江小学校

墨田区 14:18 東京スカイツリーSKYTREE TERRACE 14:24 東京スカイツリーSKYTREE TERRACE
東京スカイツリーの屋外展望台において、聖火リレーの実
施を予定しております。（注１）

墨田区 15:36 墨田区立隅田公園 16:37 国技館(両国駅広小路前) 墨田区立隅田公園

荒川区 18:15 東尾久運動場 駐車場 19:35 南千住野球場 南千住野球場

台東区 9:00 台東リバーサイドスポーツセンター 9:57 国立西洋美術館・東京文化会館前 台東リバーサイドスポーツセンター

台東区 10:20 隅田川桜橋下付近 10:26 隅田川桜橋桟橋付近
隅田川において、日本泳法による聖火リレーの実施を予定
しております。（注１）

文京区 10:53 トヨタ自動車 東京本社 12:23 教育の森公園自由広場 教育の森公園自由広場

千代田区 15:27 万世橋北側 17:27 四ツ谷駅前 行幸通り

千代田区 17:35 日枝神社階段下 17:45 ＮＴＴドコモ本社所在ビル横

中央区 18:32 銀座八丁目交差点 19:40 中央区立浜町公園 中央区立浜町公園

江東区 10:15 富岡八幡宮 11:47 明治通り（香取神社前） 富岡八幡宮

江東区 13:30 メガウェブ 13:40 メガウェブ

大田区 15:30 大森ふるさとの浜辺公園 16:44 大田区役所 大森ふるさとの浜辺公園

品川区 18:01 東品川海上公園入口 19:00 しながわ中央公園（西側広場） しながわ中央公園（西側広場）

目黒区 9:05 目黒区総合庁舎 9:55 めぐろ区民キャンパス 目黒区総合庁舎

渋谷区 11:20 文化村通り 13:03 代々木大山公園 文化村通り
区間の途中で、代々木公園・オリンピック記念宿舎前を通
過します。（注１）

港区 14:00 NTT品川TWINSビル 14:10 NTT品川TWINSビル
実施順が渋谷区の後に変更（延期前は渋谷区（組織委員会
追加ルート）の後に実施）

渋谷区
(組織委員会
追加ルート)

16:20 代官山駅入口交差点 17:02 日本コカ・コーラ本社

港区 18:07 溜池山王駅付近ビル前 19:40 港区立芝公園 港区立芝公園

新宿区 10:15 都庁北側ビル前広場 11:05 富久町西交差点 都庁北側ビル前広場

新宿区 11:15 かくれんぼ横丁入口（神楽坂仲通り） 11:21 毘沙門天善國寺
神楽坂において、聖火リレーの実施を予定しております。
（注１）

新宿区 11:35 NTT四谷ビル前 12:34 東京都庁　都民広場

※赤字は延期前からの変更点
※今回公表した出発・到着予定時間等は、今後変更される場合があります。
※各ルートの地図は、東京2020組織委員会HP「東京2020オリンピック聖火リレールート情報（https://tokyo2020.org/ja/torch/route/）を参照ください。
※（注１）は、地域の歴史的・文化的な魅力を発信できる場所で、通常の隊列を伴わず聖火リレーを実施する区間

7月21日 （水）

7月22日 （木）

7月23日 （金）

7月18日 （日）

7月19日 （月）

7月20日 （火）

7月16日 （金）

7月17日 （土）

都内オリンピック聖火リレールート　出発地・到着地・セレモニー会場一覧（令和３年５月２５日発表）

【セレモニー会場分類】

都内出発式・都内到着式

出発式

セレブレーション

ミニセレブレーション


