
交通規制等の詳細はホームページをご覧ください。

スタート  武蔵野の森公園〜 フィニッシュ  富士スピードウェイ（静岡県）
24日 11時スタート　男子ロードレース
25日 13時スタート　女子ロードレース 
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お問い合わせ 　東京2020大会組織委員会　☎0570-09-2020　

規制区間 7月24日土 7月25日日

武蔵野の森公園
⇔基督教大裏門 9時45分〜11時40分 11時45分〜13時40分

基督教大裏門
→前原交番前 9時45分〜11時45分 11時45分〜13時45分

前原交番前
⇔寿町一丁目 9時50分〜11時50分 11時50分〜13時50分

寿町一丁目
⇔稲城五中入口 10時〜12時 12時〜14時

稲城五中入口
⇔多摩東公園 10時10分〜12時15分 12時10分〜14時15分

多摩東公園
→南豊ヶ丘フィールド前 10時20分〜12時20分 12時20分〜14時20分

南豊ヶ丘フィールド前
→島田療育センター入口 10時20分〜12時25分 12時20分〜14時25分

島田療育センター入口
→多摩ニュータウン入口 10時30分〜12時35分 12時30分〜14時40分

多摩ニュータウン入口
⇔稲荷橋（都県境） 10時40分〜12時40分 12時40分〜14時45分

TOKYO2020ロードレース 検索

　7月24日 と25日 に東京2020オリンピック競技
大会の自転車競技（ロードレース）が行われます。
　期間中、周辺道路の交通規制を行います。競技コー
スおよび周辺道路は混雑しますので、自動車でのお出
掛けはお控えください。

自転車ロードレース開催に
伴う交通規制のお知らせ
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東京2020大会組織委員会　☎0570-09-2020　

♦ホストシティTokyoプロジェクト

交通規制等の詳細はホームページをご覧ください。

規制時間
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いよいよ東京2020大会が
始まります！

セレブレーション会場で
聖火がともされる聖火皿

都内での東京2020オリンピック聖火リレーが開始
インターネットでライブ配信します

お問い合わせ 　オリンピック･パラリンピック準備局企画調整課　☎03-5320-7848　

　都内での東京2020オリンピック聖火リレーは、7月9日から23日の15日間にわたり実施されます。3月
25日に復興の象徴である福島県のJヴィレッジをスタートした後、全国を巡り、東京都に到着した聖火を、
開会式につなげていきます。
　実施に当たっては新型コロナウイルス感染症対策の徹底を図ることで、安全･安心な聖火リレーを実現し
ていきます。

　聖火リレーの模様および各日の終わりに行う「セレブレーション」（聖火を
聖火皿にともすセレモニー）の様子もインターネットでライブ配信します。

画像提供：Tokyo 2020

お問い合わせ 　東京2020大会組織委員会　☎0570-09-2020　

お台場周辺一般道 レインボーブリッジ
〈台場→芝浦方向〉

7月23日祝 3時30分〜7時45分ごろ 公式練習（個人） 3時30分〜7時45分ごろ

7月24日土 3時30分〜7時45分ごろ 公式練習（個人） 3時30分〜7時45分ごろ

7月26日月 3時〜10時ごろ 個人男子 3時〜10時ごろ

7月27日火 3時〜10時ごろ 個人女子 3時〜10時ごろ

7月29日木 2時30分〜10時ごろ 予備日※1 2時30分〜10時ごろ

7月30日金 3時30分〜7時45分ごろ 公式練習（リレー） 7月23日祝〜29日木は、首
都高速〈台場入口〉も利用
できません。都心方面へ
は、環状7号線経由の永代
通りまたは大井経由の第
一京浜をご利用ください。

7月31日土 4時〜10時30分ごろ 混合リレー

8月2日月 4時〜10時30分ごろ 予備日※2

※1　7月26日･27日競技中止の場合　　※2　7月31日競技中止の場合

　東京2020大会では、障害の有無に関わらず、全ての人が楽しめるよう、競技会場等
のアクセシビリティの向上に取り組んでいます。
　その一環として、車椅子をご使用の方などが会場へスムーズに移動できるよう、
「アクセシブルルート」※を設定しています。
※�車椅子をご使用の方等、アクセシビリティに配慮が必要な観客に対する経路

　ホームページでは、各会場のアクセシブルルートの詳細や会場内の
バリアフリー情報について掲載しますので、ご覧ください。

規制区間･時間    →片方向規制　⇔両方向規制

都内聖火リレー 検索

　7月23日 〜8月2日 にかけて、東京2020オリンピック
競技大会のトライアスロン競技が行われます。
　期間中、お台場地区周辺道路の交通規制を行います。交通
規制中は車両の通行は一切できません。競技コースおよび周
辺道路は混雑しますので、公共交通機関をご利用ください。

7月23日祝〜8月8日祝オリンピック開催期間 8月24日火〜9月5日日パラリンピック開催期間

トライアスロン競技開催に
伴う交通規制のお知らせ

競技会場等のアクセシビリティ
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は 「WEB広報東京都」からアクセス！  広報東京都　　　検索 ※バックナンバーもあります

東京2020鉄道 検索

首都高　料金施策 検索

明日の混雑予報 検索

交通対策等の詳細はホームページをご覧ください。

首都高速道路の料金が
時間帯によって変わります

大会期間中の感染対策・
混雑緩和策等のお知らせ

©Tokyo 2020©Tokyo 2020

　高速道路の本線料金所での通
行制限や、交通状況に応じた入口
閉鎖などが実施されます。
　また一般道の一部でも信号調
整等が実施されます。

　進入禁止エリアや通行規制エリア、迂
う

回
かい

エリアが設
けられます。また、大会関
係車両専用レーンや優先
レーン等が設置されます。
※ 交通規制が一

部始まってい
ます

お問い合わせ 　オリンピック･パラリンピック準備局輸送課　☎03-5320-4244　〈大会期間中の交通対策について〉東京2020組織委員会　☎0570-09-2020　

　大会期間中も感染対策の徹底と混雑回避、交通量削減の取り組みにご理解とご協力をお願
いします。

　開会式･閉会式当日は、神宮外苑周辺や青山通りをは
じめ、オリンピックスタジアムや晴海選手村周辺、首都
高速道路で交通規制が行われます。
交通規制時間（オリンピックスタジアム周辺）
開会式：7月23日祝16時〜25時30分
閉会式：8月8日祝14時30分〜24時30分

　専用レーン等を走行する大会関係者の車両は、車
両の車体前後に標章(ステッカー)を貼付していま
す。大会関係車両の円滑な移動にご協力ください。

 ※パラリンピック期間（8月24日〜9月5日）前後のスケジュールについては、次号でお知らせします
 ※今年の「海の日」は7月22日、「スポーツの日」は7月23日、「山の日」は8月8日に移動します

　夜間の料金割引および日中時間帯の料金上乗せ
が実施されます。夜間の利用をご検討
ください。

◦マイカー移動の削減
◦�時間帯･ルートの変更

◦マスク･手洗いの実施
◦3密の回避

◦オンライン会議　
◦リモート観戦　◦休暇の取得

混雑の緩和感染対策の徹底 テレワーク等の活用

明日の混雑予報
出掛ける前に

混雑状況をチェック！

　大会期間中の交通混雑緩和のため、混
雑予報を行います。ホームページ等を通
じて、翌日の混雑情報を発信します。ご
活用ください。

　｢2020物流TDM実行協議会｣では、物流効率化に係る取り組み事例の表彰･周知、オンライン
セミナーの実施など、事業者の皆さんの取り組みを支援しています。

競技会場周辺

大会時の鉄道ダイヤの詳細はホームページをご覧ください。

高速道路･一般道

物流の発注量･頻度、納品時間の見直しなど大会に向けた準備を始めましょう
1 

明日の混雑予報 

（イメージ） 

16:00  

代々木競技場 

オリンピックスタジアム 

渋谷駅 

新宿駅 

競技中 

競技中 

人流抑制徹底のため、テレワークの継続を！
「TOKYOテレワークアプリ」では、サテライ
トオフィスの検索など、テレワークに関する
情報を掲載しています。

明日の混雑予報（イメージ）

2020物流TDM 検索

7月 8月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 祝 祝 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 祝 休

　交通規制が一部始まっています

オリンピック開会式都内オリンピック聖火リレー開始 オリンピック閉会式

オリンピック開催期間聖火リレー

選手村開村

交通対策実施期間（7月19日〜8月9日）

大会期間中の感染予防対策・混雑緩和策

※対象車種･区間等詳細は、 でご確認ください
※ 障害者手帳の保有者が運転･同乗する車両および福祉関係

車両はETC搭載車に限り、申請することでパラリンピック
期間の料金上乗せの対象外となります。

　申請：7月19日〜8月6日に東京都まで。

主なスケジュール

オリンピック開閉会式当日の交通規制

大会期間中の交通対策



競技会場･競技スケジュールの詳細はホームページをご確認ください。
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　東京2020大会は、新規施設の他、東京1964大会でも使われた施設を含む多くの既存施設なども活用して、都内外43会場で開催します。東京都が新たに整備した会場（☆）を含む、都内24会場を紹介します。

東京2020大会　都内競技会場一覧
 ■ …オリンピック競技　▲…パラリンピック競技

①オリンピックスタジアム（新宿区） ⑦馬事公苑（世田谷区）

②東京体育館（渋谷区）

⑧武蔵野の森総合スポーツプラザ（調布市）★

③国立代々木競技場（渋谷区） ⑨東京スタジアム（調布市）

④日本武道館（千代田区）
⑩武蔵野の森公園（府中市、調布市、三鷹市）

⑤東京国際フォーラム（千代田区）
⑪有明アリーナ（江東区）★

⑥国技館（墨田区）
⑫有明体操競技場（江東区）

■陸上競技（7月30日 ～8月7日 ）
■サッカー（8月6日 ）
▲陸上競技（8月27日 ～9月5日 ）

■馬術（馬場馬術、総合馬術、障害馬術）
  （7月24日 ･25日 ･27日 ･28日 ･30日  ･
   31日 、8月2日 ～4日 、6日 ･7日 ）
▲馬術（8月26日 ～30日 ）

■卓球（7月24日 ～30日 、8月1日 ～6日 ）
▲卓球（8月25日 ～9月3日 ）

■バドミントン（7月24日 ～8月2日 ）
■近代五種（フェンシング）（8月5日 ）
▲ 車いすバスケットボール（8月25日 ～29日 ）

■ハンドボール（7月24日 ～8月8日 ）
▲バドミントン（9月1日 ～5日 ）
▲車いすラグビー（8月25日 ～29日 ）

■サッカー（7月21日 ･22日 ）
■近代五種（8月6日 ･7日 ）
■ラグビー（7月26日 ～31日 ）

■柔道（7月24日 ～31日 ）
■空手（8月5日 ～7日 ）
▲柔道（8月27日 ～29日 ）

■自転車競技（ロード）（7月24日 ･25日 ）

■ウエイトリフティング
  （7月24日 ～28日 、7月31日 ～8月4日 ）
▲パワーリフティング（8月26日 ～30日 ）

■バレーボール（7月24日 ～8月8日 ）
▲ 車いすバスケットボール（8月26日 ～9月5日 ）

■ボクシング
  （7月24日 ～8月1日 、8月3日 ～8日 ）

■ 体操（7月24日 ～8月3日 、8月6日 ～8日 ）
▲ボッチャ（8月28日 ～9月4日 ）

提供：独立行政法人日本スポーツ振興センター
©Tokyo 2020

ⓒ日本武道館

©Tokyo 2020

©Tokyo 2020 ©Tokyo 2020

Tokyo 2020/Shugo TAKEMI

【画像は設計段階のものであり、実際とは異なる場合があります】
©Tokyo 2020
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※バックナンバーもありますは 「WEB広報東京都」からアクセス！  広報東京都　　　検索

　東京2020大会は、新規施設の他、東京1964大会でも使われた施設を含む多くの既存施設なども活用して、都内外43会場で開催します。東京都が新たに整備した会場（☆）を含む、都内24会場を紹介します。

東京2020大会　都内競技会場一覧

お問い合わせ 　オリンピック･パラリンピック準備局競技･渉外課　☎03-5388-2826　

⑬有明アーバンスポーツパーク（江東区） ⑲海の森クロスカントリーコース（江東区）

⑭有明テニスの森（江東区）★
⑳海の森水上競技場（江東区）★

⑮お台場海浜公園（港区）

�カヌー･スラロームセンター（江戸川区）★

⑯潮風公園（品川区） �夢の島公園アーチェリー場（江東区）★

⑰青海アーバンスポーツパーク（江東区）
�東京アクアティクスセンター（江東区）★

⑱大井ホッケー競技場（品川区、大田区）★
�東京辰巳国際水泳場（江東区）

■ 自転車競技（BMXフリースタイル、BMXレーシング）
  （7月29日 ～8月1日 ）
■スケートボード
  （7月25日 ･26日 ･8月４日 ･5日 ）

■馬術（総合馬術）（8月1日 ）

■テニス（7月24日 ～8月1日 ）
▲車いすテニス（8月27日 ～9月4日 ）

■カヌー（スプリント）（8月2日 ～7日 ）
■ボート（7月23日 ～30日 ）
▲カヌー（スプリント）（9月2日 ～4日 ）
▲ボート（8月27日 ～29日 ）

■水泳（マラソンスイミング）（8月4日 ･5日 ）
■トライアスロン（7月26日 ･27日 ･31日 ）
▲トライアスロン（8月28日 ･29日 ）

■カヌー（スラローム）（7月25日 ～30日 ）

■バレーボール（ビーチバレーボール）
  （7月24日 ～8月7日 ）

■アーチェリー（7月23日 ～31日 ）
▲アーチェリー
  （8月27日 ～31日 、9月2日 ～4日 ）

■バスケットボール（3x3バスケットボール）
  （7月24日 ～28日 ）
■スポーツクライミング（8月3日 ～6日 ）　
▲5人制サッカー
  （8月29日 ～31日 、9月2日 ･4日 ）

■水泳（競泳、飛込、アーティスティックスイミング）
  （7月24日 ～8月7日 ）
▲水泳（8月25日 ～9月3日 ）

■ホッケー（7月24日 ～8月6日 ）
■水泳（水球）（7月24日 ～8月8日 ）

Tokyo 2020/Shugo TAKEMI

【画像は設計段階のものであり、実際とは異なる場合があります】
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