
・事前キャンプは、大会参加選手が、時差調整や気候順応のため、大会前に任意で
行うトレーニングであり、各国（NOCやNPC又は競技団体等）と自治体が基本合
意に達した場合に覚書等を締結し、実施される。

・受入自治体にとっては、大会気運の醸成、地域振興や国際交流の促進が期待でき
ることから、事前キャンプの誘致・受入れが行われた。

【杉並区－ウズベキスタン（オリ）】 【品川区－コロンビア（パラ）】

都内事前キャンプの取組状況について

【立川市（立飛ホールディングス）

－パン・アメリカンスポーツ機構（オリ）】1



・区市町村向けの説明会を開催
誘致主体となる都内の区市町村に対して、事前キャンプの概要や過去大会におけ
る実例などを紹介した。

・各国NOC等が集まる場でPRブース等を出展
国際スポーツ大会やANOC総会などで、各国のNOCなどへ施設等のPRを実施した。

・「東京事前キャンプガイド〜For2020」を開設（日・英・仏の３か国語）
都内のスポーツ施設等を掲載するとともに、選手村への
アクセスの良さや、本番と同じ気候でトレーニングができ
ること、各種競技に対応できるスポーツ施設や宿泊施設が
充実していることをPRした。
※令和3年度より「東京2020大会東京都ポータルサイト」へ移行

・補助事業（都内区市町村）
ハード事業：誘致・受入対応のための施設整備に対し、１/２を補助（上限２億円：H27～R1）

ソフト事業：視察受入やＰＲ活動等に対し、１/２を補助（上限500万円：H27～R3）

都における誘致支援

「東京事前キャンプガイド～For2020」
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（13区、10市、民間１） R3.7.26 現在

※ 大会期間中及び前後数日の間、区内の学校の一部をファミリーアンドフレンズラウンジ（選手等が家族や友人と触れ合う憩いの場）等として、委員会が使用する
ことについて合意

大会直前までの覚書等締結状況

団体名 相手国・地域 覚書等締結日 団体名 相手国・地域 覚書等締結日

ブラジル H29.6.25 アメリカ H31.3.19

オーストラリア H31.4.2 台湾 R2.2.2

港区 イギリス H30.12.3 立川市 ベラルーシ H30.11.7

新宿区 難民選手団 R3.6.8 三鷹市 チリ R2.3.6

ブラジル H29.6.25 オーストラリア H30.1.23

オーストラリア R3.7.16 オーストリア R1.5.20

フランス R3.7.16 H30.5.15

品川区 コロンビア H31.3.22 H30.8.27

大田区 ブラジル H29.6.25 H30.12.17

世田谷区 アメリカ H27.11.13 中国 H30.11.8

イタリア R1.5.9 南アフリカ H30.11.29

ウズベキスタン R2.2.25 日野市 ウクライナ R3.2.25

パキスタン R2.2.26 東村山市 中国 H31.1.17

北区 ハンガリー H30.11.26 国分寺市 ベトナム R1.10.7

板橋区 イタリア H30.5.29 R1.8.23

練馬区 エクアドル R2.4.30 R2.3.20

ドイツ R3.7.20 台湾 R2.2.21

スロベニア R3.7.26 羽村市 キルギス R1.7.4

江戸川区 チュニジア R1.7.16
民間
1

㈱立飛ホールディングス パンアメリカンスポーツ機構 H30.11.24

八王子市

府中市

町田市

インドネシア

13
区

中央区

江東区

杉並区

葛飾区

アイスランド
多摩市

10
市

※
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【都－ブルキナファソ大使意見交換】

【ウクライナ－日野市役所表敬訪問】【USOC－世田谷区・JOC覚書調定式】

【ＡＮＯＣ総会 都内自治体ＰＲブース】 【選手団長セミナー東京都主催
レセプションでの誘致活動】

事前キャンプ誘致活動

4

【ブラジル－中央区・江東区
・大田区 覚書調定式】



【葛飾区：東金町スポーツクライミングセンター】

【青梅市】

【世田谷区：総合運動場陸上競技場】

【羽村市】【立川市】

事前キャンプ誘致活動・受入準備

【板橋区】

各自治体におけるキャンプ誘致事業 ※ソフト補助活用

【世田谷区】

各自治体におけるキャンプ誘致・受入に向けた施設整備 ※ハード補助活用

【町田市：総合体育館バス駐車場】
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・感染防止対策をまとめたマニュアルの作成
新型コロナウイルス感染症対策調整会議により、受入自治体が、選手等を受け
入れるにあたり、選手と住民、双方の安全・安心を確保するため、感染防止対
策をまとめたマニュアルを作成し、万全な対策を講じることとなった。

・具体的な対策
選手等の滞在先や用務先、移動手段についての制限・行動ルールを定め、移動
は専用車両を原則とし、宿泊や食事、練習は、他の利用者などとの接触を避け
るため動線の分離や個室、貸切などの措置を講じた。さらに滞在する選手等や、
一定の接触が見込まれる自治体等の関係者に対する必要な検査を実施した。

・財源
受入自治体が感染症対策を実施するにあたり必要な経費については、国から都
道府県に財源が交付され、それを基に都は基金への繰り入れを行った。受入自
治体は、基金を原資に感染症対策を実施した。

新型コロナウイルス感染症対策

6



・区市町村への情報提供等を実施
事前キャンプ等を受け入れる自治体に対して、コロナ対策調整会議における検討
状況や、スポーツ大会やイベント等における感染防止策などの情報提供、選手等
受入マニュアルの作成にあたっての助言を行った。

・保健所へ協力依頼を実施
事前キャンプ地等を所管する各保健所に対し、キャンプの実施状況等を情報提供
するとともに、検査によりコロナ陽性疑いが出た場合の対応等について相談や協
力依頼を行った。

・感染症対策の補助金を創設
国から交付された財源を基に、区市町村が実施する感染症対策に要する経費を補
助する「ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策補助金」を創設した。

・スクリーニング検査の実施体制を整備（詳細は次ページ）

都における新型コロナ対策支援
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【オリンピック期間】
実施期間：７月１日～８月１０日
対象自治体：１３区市

検査結果

検査数（A）
陽性疑い件数

※1

陽性者数（B）
※2 B/A

選手団・自治
体職員等 計

9,350件 14件 1人※3 0.01％

※１ スクリーニング検査による検査結果
※２ 医療機関による確定診断後の陽性者数
※３ 陽性者概要（7/12立川市、内閣官房プレス公表済）

・事前キャンプの実施主体：立飛ホールディングス
・業務内容：選手等宿泊ホテルスタッフ（日本人）
・状況：選手受入前の検査で判明。選手等との接触なし

・都はスクリーニング検査委託契約を実施し、検査実施体制を整備した。
対象者：事前キャンプ等で自治体を訪問した選手、選手等と接触の可能性がある自治体職員や通訳等

検査会社：株式会社江東微生物研究所

検査方法：唾液による抗原定量検査

【パラリンピック期間】
実施期間：８月３日～２７日
対象自治体：８区市
検査結果

検査数（A）
陽性疑い件数

※1 陽性者数（B） B/A

選手団・自治
体職員等 計

2,697件 4件 0人 0.00％

都におけるコロナ対策支援（スクリーニング検査）

【検査会場】【検体採取キット】 8



【専用車両での移動】

【ｿｰｼｬﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽを確保した練習見学】

【宿泊施設における食事会場借上げ】

【個席による黙食】

【手指消毒の実施】

【ガラス越しの市民交流】

各自治体における感染症対策の様子
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大会時の事前キャンプ等受入状況 【13区、6市、1民間で実施】
団体名 相手国・地域 オリ／パ 競技 人数 期間 

中央区 ブラジル オリ ― ― 7/23～8/8

オリ アーティスティックスイミング等 約500人 7/10～8/11

パラ トライアスロン 約30人 8/24～8/28

新宿区 難民選手団 オリ
陸上競技、空手、カヌー、レスリング、柔道、

テコンドー
27人 7/14～7/25

オリ 12人 7/20～8/1

パラ 15人 8/23～8/27

オリ トライアスロン、マラソンスイミング 13人 7/21～8/4

パラ トライアスロン 20人 8/26～8/30

品川区 コロンビア パラ ボッチャ、パワーリフティング 13人 8/6～8/22

大田区 ブラジル オリ
バレーボール、ハンドボール、ビーチバレーボール、

テコンドー、ボクシング、レスリング
217人 7/12～8/8

オリ 陸上競技等 3,417人 7/4～8/16

パラ 陸上競技 203人 8/17-8/28

イタリア カヌー（スプリント） 7人 7/27～7/31

ウズベキスタン ボクシング 46人 7/5～7/22

北区 ハンガリー オリ 柔道、フェンシング 30人 7/16～7/30

板橋区 イタリア オリ バレーボール 45人 ７/18～8/3

練馬区 エクアドル パラ 陸上競技 20人 8/15～8/22

ドイツ 5人

スロベニア 8人

江戸川区 チュニジア パラ 陸上競技 33人 8/12～8/20

八王子市 アメリカ オリ スポーツクライミング 10人 7/22～7/31

三鷹市 チリ パラ アーチェリー、卓球 10人 8/6～8/21

府中市 オーストリア オリ 卓球 13人 7/10～7/19

町田市 インドネシア パラ バドミントン 11人 8/19～8/26

日野市 ウクライナ オリ 空手 9人 7/22～8/3

オリ 陸上競技、競泳 8人 7/18～7/31

パラ 陸上競技、水泳、自転車競技（ロード） 16人 8/16～8/21
民間

１
㈱立飛ホールディングス パンアメリカンスポーツ機構 オリ 競泳、柔道、ビーチバレー、陸上競技 114人 7/13～7/25

６

市

多摩市 アイスランド

杉並区 オリ

葛飾区 オリ スポーツクライミング 7/20～8/3

13

区

港区 イギリス

江東区

オーストラリア トライアスロン

フランス

世田谷区 アメリカ
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・万全な体制で選手団を受入れ
自治体は、移動・宿泊・食事など場面ごとの対策を踏まえたマニュアルを作成し、
相手国CLO（受入責任者）との入国手続きや地域の医療機関との対応などについて
事前調整を行い、万全な体制で各国選手団を受け入れた。

・相手国や区市内施設等との調整
施設のバリアフリーなどについて、自治体は相手国と何度もやり取りを行いながら、
ホテルや練習会場となる施設と連携し、スロープを設置するなど、受け入れの準備
を行った。

・受入期間中の対応
自治体は、空港から自治体への送迎、毎日のスクリーニング検査対応、場面ごとの
感染症対策、選手団からの各種要望対応等にも適切に対応した。

・住民との交流
オンラインなど創意工夫により、感染防止対策をとりつつ、住民との交流も行うこ
とができた。

万全な感染症対策により、選手団からは陽性者を一人も発生させることもなく、
バブルを保った安全・安心な事前キャンプ等を実施することができた。

総括

11



・メダリストの誕生
事前キャンプに参加した国の選手からメダリストが誕生した。

【オリンピック】

杉並区 ウズベキスタン ボクシング男子スーパーヘビー級 バホディル・ジャロロフ（金メダル）

イタリア カヌースプリント男子K-1 200メートル マンフレディ・リッツァ（銀メダル）

大田区 ブラジル ボクシング 男子ミドル級 エベルト・ソウザ（金メダル）

ボクシング 女子ライト級 ベアトリス・フェレイラ（銀メダル）

ボクシング 男子ヘビー級 アブネル・テイシェイラ（銅メダル）

北区 ハンガリー フェンシング 男子サーブル個人 シラギ・アーロン（金メダル）

フェンシング 男子エペ個人 シクローシ・ゲルゲユ（銀メダル）

フェンシング 男子サーブル団体（銅メダル）

柔道 男子90kg級 トート・クリスティアン（銅メダル）

葛飾区 スロベニア スポーツクライミング女子複合 ヤンヤ・ガンブレット（金メダル）

八王子市 アメリカ スポーツクライミング男子複合 ナサニエル・コールマン（銀メダル）

立川市 パンナムスポーツ 陸上競技 男子400m キラニ・ジェームス（グレナダ、銅メダル）

（立飛HD） 陸上競技 女子円盤投げ ヤイメ・ペレス（キューバ、銅メダル）

日野市 ウクライナ 空手 女子組手55キロ級 アンジェリカ・テリューガ（銀メダル）

空手 男子組手75キロ級 スタニスラブ・ホルナ（銅メダル）

総括

※都で把握できている選手のみ掲載
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【パラリンピック】

港区 イギリス トライアスロン 女子PTS5 ローレン・ステッドマン（金メダル）
トライアスロン 男子PTS5 ジョージ・ピーズグッド（銀メダル）
トライアスロン 女子PTS5 クレア・キャシュモア（銅メダル）

品川区 コロンビア パワーリフティング 男子97キロ級 ファビオ・トーレス（銅メダル）
練馬区 エクアドル 陸上競技 女子砲丸投げF20 ポレス・メンデス（金メダル）

陸上競技 女子砲丸投げF20 アイナス・メンデス（銅メダル）
陸上競技 女子走り幅跳びT47 キアラ・ロドリゲス（銅メダル）

江戸川区 チュニジア 陸上競技 女子砲丸投げ、女子円盤投げF41 ラウーア・トリーリ（金メダル）
陸上競技 男子100ｍ・800ｍT34 ワリド・クティラ（金メダル）
陸上競技 男子砲丸投げF37 アフマド・ベンモス ラフ（銀メダル）
陸上競技 男子1500ｍT13 ルアイー・ジェバブリ（銀メダル）

男子400ｍT12 ルアイー・ジェバブリ（銅メダル）
陸上競技 男子砲丸投げF36 ヤニシ・グエニシ（銀メダル）
陸上競技 男子400ｍT38 ムハンマド ファルハト・シダ（銀メダル）
陸上競技 女子砲丸投げF40 ヌールフェイン・ベルハジ サレム（銀メダル）

三鷹市 チリ アーチェリー 女子個人コンパウンドオープン
マリアナ エレナ アデリア・スニガ バレラ（銀メダル）

町田市 インドネシア バドミントン 女子ダブルスSL3-SU5 オクティラ・レアニラトゥリ／
サディヤァ・カリマトゥス（金メダル）

バドミントン 混合ダブルスSL3-SU5 スサント・ハリィ／
オクティラ・レアニラトゥリ（金メダル）

バドミントン 男子シングルスSU5 アンリムスティ・デバ（銀メダル）
バドミントン 女子シングルスSL4 オクティラ・レアニラトゥリ（銀メダル）
バドミントン 男子シングルスSU5 ヌグロボ・スルヨ（銅メダル）
バドミントン 男子シングルスSL4 セティアワン・フレディ（銅メダル）

※都で把握できている選手のみ掲載
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新宿区
【受入概要】
・相手国・地域：難民チーム（オリ）
・競技：陸上競技、柔道、テコンドー、カヌー、空手、レスリング
・受入期間：2021年7月12日～2021年7月27日
・人数：27名

落合第三小学校、全学年の児童（353名）
による応援メッセージを寄せ書きしたタペストリー

選手からのお礼メッセージ・サインタペストリー練習の様子

【合宿中に苦労のあった点や課題、それらへの対応、市民との交流、参加者の声 等】
・出発地のカタールで選手団内に新型コロナウイルス陽性者が発生し、来日予定が大幅に変更となった。いつ・何
名・誰が入国するのかという情報が直前までわからない状況が続いたが、IOCのスタッフと密に連携を取ること
で、直前にどの便で誰が来日するかを把握することができた。

・小学校の児童等による応援メッセージを寄せ書きしたタペストリー、うちわ等のプレゼントを行った。応援プレ
ゼントに対して、選手の直筆のメッセージ、サイン入りタペストリーをお返しにもらった。

主な自治体の受入状況
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品川区
【受入概要】
・相手国・地域：コロンビア共和国（パラ）
・競技：パワーリフティング、ボッチャ
・受入期間：2021年8月6日～2021年8月22日
・人数：13名

区民との交流（区民からの贈り物） 公開練習練習の様子

【合宿中に苦労のあった点や課題、それらへの対応、市民との交流、参加者の声 等】
・感染症対策で気を使うことが多かった。（導線管理、PCR検査の検体管理、事前調整等）
・対策は講じていても、感染しないかどうか非常に心配であった。
・相手国との調整をはじめ、受入マニュアルの作成に非常に時間がかかった。
・窓越しではあるものの近くでプレイする姿を見たり、コミュニケーションをとったりすることができて良かった。

主な自治体の受入状況
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大田区
【受入概要】
・相手国・地域：ブラジル（オリ）
・競技：ボクシング、ハンドボール、バレーボール、ビーチバレーボール、テコンドー、レスリング
・受入期間：2021年6月19日～2021年8月18日
・人数：217名

ボランティア活動 オンライン交流練習の様子

【合宿中に苦労のあった点や課題、それらへの対応、市民との交流、参加者の声 等】
・宿泊施設が貸切ではなかったため、ロビー及びエレベーター内の一般利用客との接触を避けるための動線確保の
調整が難航していたが、ボランティアを配置し、選手団が移動する時間に合わせて誘導した。

・ボランティアからは、オリンピック選手を間近で見られる貴重な機会に参加できてよかったなどの声があった。
・ブラジルオリンピック委員会スタッフから職員、ボランティア及び宿泊施設のスタッフなど対応する職員が親切
で丁寧であり、今までのオリンピックの中で一番良かったと声をいただいた。

主な自治体の受入状況
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杉並区
【受入概要】
・相手国・地域：ウズベキスタン（オリ）
・競技：ボクシング
・受入期間：2021年7月5日～2021年7月22日
・人数：46名

交流事業（阿波おどり） 区民ボランティアによる見送り提供されたハラル料理

【合宿中に苦労のあった点や課題、それらへの対応、市民との交流、参加者の声 等】
・感染症対策のためとはいえ、バブルの構築は非常に高いハードルであった。事前に何度も打ち合わせを行ったが、
ふたを開けてみると大小様々な要望があり、できること・できないことを、通訳を通して１つひとつ説明した。

・「コロナが落ち着いたらまた日本に旅行に来ると思います。日本人のもてなしは素晴らしいです。日本人は友好
的な人たちだということがわかりました。この町の人たちから受けた温かいおもてなしを、決して忘れないと思
います。」

主な自治体の受入状況
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北区
【受入概要】
・相手国・地域：ハンガリー（オリ）
・競技：フェンシング
・受入期間：2021年7月16日～2021年8月2日
・人数：30名

交流会の様子 報告会の様子練習の様子

【合宿中に苦労のあった点や課題、それらへの対応、市民との交流、参加者の声 等】
・意思の疎通を図ることが一番困難であった。そのため、通訳者をはじめとした各委託業者と連絡をこまめに取り、
場合によっては区の職員が仲介者となり情報の伝達がスムーズに行われるよう対応をした。

・盆踊り体験では選手たちも子どもたちと一緒に踊り、感染症対策の関係で舞台の上からではあったが、大いに場
が盛り上がった。また、子どもたちからの質問タイムでは選手たちが丁寧に回答し、子どもたちを喜ばせた。

・ハンガリー柔道協会トート会長より、北区のサポートに対して、感謝のメッセージをいただいた。

主な自治体の受入状況
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練馬区
【受入概要】
・相手国・地域：エクアドル共和国（パラ）
・競技：陸上競技
・受入期間：2021年8月15日～2021年8月22日
・人数：21名

選手団から区民に向けた
メッセージ動画

ホテルでの見送り練習の様子

【合宿中に苦労のあった点や課題、それらへの対応、市民との交流、参加者の声 等】
・選手団の行動スケジュールが、日によって事前の予定から変更となることが多く、選手団、宿泊先ホテル、従事
職員との間における情報共有が難しかった。選手団に対しては、随時状況を確認するよう努めた。そのうえで、
宿泊先ホテルとも逐一連絡を取り合いながら情報の共有を図り、時間変更等に臨機応変に対応した。

・選手団は、宿泊先ホテルのきめ細やかで心のこもったおもてなしや、整った練習環境の提供に対し感動している
様子であり、感謝の言葉を述べていた。

主な自治体の受入状況
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江戸川区
【受入概要】
・相手国・地域：チュニジア共和国（パラ）
・競技：陸上競技
・受入期間：2021年8月12日～2021年8月20日
・人数：32名

選手へのプレゼント 友好の横断幕練習の様子

【合宿中に苦労のあった点や課題、それらへの対応、市民との交流、参加者の声 等】
・入国時に実施するPCR検査において選手団のうち1名が陽性判定を受けて入国することなく隔離施設へ移動とな
り、11名が疫学調査により濃厚接触者に特定された。事前キャンプは非濃厚接触者と濃厚接触者を明確に分離し
て部屋割り、食事、練習等の対応をすることとなった。

・選手団代表より、「スタッフの素晴らしいおもてなしやアテンドに心より感謝する」とのコメントをいただいた。

主な自治体の受入状況
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八王子市
【受入概要】
・相手国・地域：アメリカ合衆国（オリ）
・競技：スポーツクライミング
・受入期間：2021年7月22日～2021年7月31日
・人数：10名

練習の様子

【合宿中に苦労のあった点や課題、それらへの対応、市民との交流、参加者の声 等】
・選手団から要望された食材等の買い物を行う際、日本で普段見かけない物も多く、調達に苦労した。
・ホテルの食事会場には市内中学生が作成した応援メッセージ等を掲示したほか、小中学生がおもてなしの意味を
込めて折った折り紙を贈った。選手からはお礼としてサイン・メッセージが書かれた色紙が学校に贈られた。

・選手らは、ホテルや食事、練習風景等を頻繁にインスタグラムに投稿していた。多くの選手等からホストタウン
のサポートに感謝するとコメントがあった。

主な自治体の受入状況
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チームから市民の皆さんへ
メッセージボードを作成

市内小中学生からの
折り紙等の贈り物



立川市（立飛ホールディングス）
【受入概要】
・相手国・地域：パン・アメリカンスポーツ機構（中南米・カリブの26の国と地域）（オリ）
・競技： 競泳等
・受入期間：2021年7月7日～2021年7月25日
・人数：延べ120名

オンライン交流 子どもたちがバスの中から歓迎練習の様子

【合宿中に苦労のあった点や課題、それらへの対応、市民との交流、参加者の声 等】
・直前まで参加資格等が定まらないオリンピックならではの事情や、航空便を直前に変更せざるを得ない各国の事
情、コロナ対応の諸手続きの度々の変更等が重なり、事前及び事中の提出書類等の手続き・調整に大変苦労した。

・パンナムスポーツからも、各NOCや選手たちからも、練習環境・リラックス環境・コロナ対策のどれをとっても
対応が完璧で、食事も非常に美味しく、素晴らしいキャンプだったと感想をもらい、選手村に入った選手から、
立川のキャンプに戻ってそこから大会に出場したいという声が上がる程だった。

主な自治体の受入状況
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三鷹市
【受入概要】
・相手国・地域：チリ（パラ）
・競技：卓球・アーチェリー
・受入期間：2021年8月6日～2021年8月21日
・人数：10名

公開練習 市民による見送り練習の様子

【合宿中に苦労のあった点や課題、それらへの対応、市民との交流、参加者の声 等】
・和食・洋食を半々にしていたこともあり、和食に慣れない選手、スタッフもいたため、予定していたメニューを
変更し喜んでもらえた。

・選手らは、子どもたちからの絵手紙や市民からの応援メッセージなどに対し、感謝をこめてメッセージ動画を撮
影してくれたため、市のYouTubeで公開し、コロナ禍での交流につなげられた。

・コーチや選手は練習の様子をインスタグラムに投稿してくれた。「私たちが最高のパフォーマンスを発揮できる
よう環境を整えてくださった皆様ありがとうございました」など、ホストタウンのサポートに感謝するコメント
があった。

主な自治体の受入状況

23



府中市
【受入概要】
・相手国・地域：オーストリア（オリ）
・競技：卓球
・受入期間：2021年7月10日～2021年7月19日
・人数： 11名

歓迎セレモニー 文化体験練習の様子

【合宿中に苦労のあった点や課題、それらへの対応、市民との交流、参加者の声 等】
・宿泊施設内の専用食事会場の確保及び会場までの動線分離について苦労した。
・キャンプ中には新型コロナウイルス感染症対策のもと、最小限の関係者同席により歓迎セレモニーを行ったほか、
練習会場では、市民団体の協力により書道・生け花・工芸作品等の展示を行った。

・食事に関して、府中産の食材や銘菓などを提供した。
・「素晴らしい練習環境を用意してくれた」「今までで一番良いキャンプだった」という感想を聞くことができた。

主な自治体の受入状況
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町田市
【受入概要】
・相手国・地域：インドネシア共和国（パラ）
・競技：バドミントン
・受入期間：2021年8月19日～2021年8月26日
・人数：10名

練習の様子

【合宿中に苦労のあった点や課題、それらへの対応、市民との交流、参加者の声 等】
・公開練習の実施、オンラインにて練習風景を配信、オンライン交流では選手が市民の質問に答えるなどした。
・練習見学時には選手達の写真や動画撮影等も許可をもらい、SNS等での発信を積極的に行っていただくようお願
いをした。

・最終日にはバスで出発する選手らを市の職員及びホテルスタッフで見送りをした。
・選手らは、整った練習環境で短期間ではあるが集中して練習ができたと感想を述べた。

主な自治体の受入状況
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オンライン交流 空港での見送り



日野市
【受入概要】
・相手国・地域：ウクライナ（オリ）
・競技：空手
・受入期間：2021年7月22日～2021年8月3日
・人数： 9名

選手団が日野市・ウクライナのボ
ランティア用ユニホームを着用

壁面：小学生作品が応援練習の様子

【合宿中に苦労のあった点や課題、それらへの対応、市民との交流、参加者の声 等】
・約16時間に及ぶ長時間移動による疲労蓄積を解消や想定を超える高温多湿環境へ順応し選手の体調維持及びウェ
イト管理を行うため、屋外での調整が必要とコーチ等が判断し、急きょ、練習場所を追加することとした。

・表彰式では、選手は日野市が贈ったウクライナ応援ボランティアユニフォームマスクを着用し、表彰台に上った。
その様子は「友好のマスク」と題し、新聞で取り扱われた。

・選手団代表から、「完璧な練習環境の提供とﾊｰﾄｳｫｰﾐﾝｸﾞなおもてなしに心から感謝する」との言葉があった。

主な自治体の受入状況
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多摩市
【受入概要】
・相手国・地域：アイスランド（オリ、パラ）
・競技：＜オリ＞競泳・陸上競技 ＜パラ＞陸上競技・自転車競技（ロード）・水泳
・受入期間：＜オリ＞2021年7月18日～2021年7月25日 ＜パラ＞2021年8月16日～2021年8月21日
・人数：＜オリ＞8名 ＜パラ＞16名

選手団×多摩市民のオンライン交流会（パラ） 日本体験会（居合道・夏祭り・書道：パラ）練習の様子（オリ：競泳）

【合宿中に苦労のあった点や課題、それらへの対応、市民との交流、参加者の声 等】
・事前キャンプ中の「選手の日常」をほぼ毎日多摩市公式Twitter等へ投稿し、情報発信を行った。
・最終日に市民から募集した選手への応援メッセージを英訳し、選手団へ直接手渡した。
・練習施設も宿泊施設も食事も素晴らしかった。皆様のおもてなしに感謝する。今後の交流についても継続的に実
施していきたい。

主な自治体の受入状況
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