
 

 

 

東京 2020オリンピック聖火リレールート周辺の交通規制等について 

 

横浜市では、６月 30 日（水）にオリンピック聖火リレーが実施されます。また、走行ル

ート周辺では、交通規制が行われます。 

市民生活や企業の経済活動にご負担をお掛けしますが、安全・安心な聖火リレーの実施の

ため、御理解、御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

なお、聖火ランナーの走行の様子は、毎日、インターネットのライブ中継でもご覧いただ

けますので、沿道の密集を避けるため、オンラインでお楽しみください。 

 

１ 聖火リレー実施概要について【別紙１：「神奈川県記者発表資料（抜粋）」 参照】  

（１）実施概要 

   令和３年６月 30日（水） 

聖火ランナー走行時間 12時 10分から 19時 48分まで 

   横浜赤レンガ倉庫にて、県内最終ランナーのゴールを祝うセレモニー 

（セレブレーション）を行います。 

交通規制時間（最大） 11時 20分から 20時 30分まで 

   交通規制は、リレーの通過に合わせて、時間を区切って行われます。別紙の交通規制

図をご覧ください。 

（２）インターネットによるライブ中継 

   ＮＨＫ 東京 2020オリンピック聖火リレーライブストリーミングのオンライン配信に

て、毎日お楽しみいただけます。  聖火リレー 中継   検索  

 
 
２ 交通規制について【別紙２：「交通規制のお知らせ」参照】  
   

 
 聖火リレーを安全に実施するため、ルート周辺の道路で交通規制を行います。ランナー

は公道を走行するため、走行時刻の概ね１時間前から規制を開始します。また、警察の指

導により、中央分離帯のない道路では、対向車線も通行止めとなります。ランナー通過後

は、順次、規制が解除されます。（周辺道路の状況により、規制開始・終了時刻が前後す

る場合があります。） 

また、密集を避けるため、歩行者の立入制限をかけてリレーを実施するエリアも設定さ

れる予定です（調整中）。 

 

区  間 ランナー走行時間 交通規制時間 

新横浜（横浜国際総合競技場～小机大橋） 12:10～12:26 11:20ごろ～13:00ごろ 

三ツ沢～横浜駅西口付近 14:10～15:03 13:40ごろ～15:30ごろ 

みなとみらい付近（金港町～市庁舎） 16:00～16:51 15:00ごろ～19:30ごろ 

関内付近(市庁舎～赤レンガ倉庫) 17:00～19:48 16:40ごろ～20:30ごろ 
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横浜市市民局オリンピック・パラリンピック推進課 

担当 荒木・丹羽 

045-671-3697 

３ 今後のご案内について  

聖火リレーに関する情報は、「神奈川県実行委員会ウェブサイト」や「東京 2020オリ

ンピック・パラリンピック横浜市ウェブサイト」等で随時お知らせします。（広報よこは

ま６月号にも掲載予定です。） 

 ①神奈川県実行委員会ウェブサイト https://kanagawa-runner.jp/ 

②東京 2020オリンピック・パラリンピック横浜市ウェブサイト 

 https://tokyo2020.city.yokohama.lg.jp/about/ 

 

４ 新型コロナウィルス感染症対策について  

（１）沿道ではマスクを着用し、大声を出さずに、拍手による応援をお願いします。 

また、前後左右の方と適切な距離を取ってください。 

（２）体調が悪い場合は、沿道での観覧を控えてください。 

（３）ランナーの走行時、沿道で過度な密集が生じた場合など、リレーが中断されること

があります。 

（４）緊急事態宣言や不要不急の外出自粛要請等が発出されている場合は、ルートの変更

や公道でのリレー実施を見合わせるなどの措置が行われる場合があります。 

 

 

 聖火リレー交通規制に関する問合せ先  
 

神奈川県実行委員会聖火リレー運営事務局 045-548-8105 

   【受付時間】 

    4月 21 日から 5月 31日まで 10:00～17:00（土日、祝日を除く） 

    6月 01 日から 6月 27日まで 10:00～17:00（土日、祝日も受付） 

    6月 28 日から 6月 30日まで  8:00～21:00 

         

 

 

 

https://kanagawa-runner.jp/
https://tokyo2020.city.yokohama.lg.jp/about/


令和３年３月 31 日 
記者発表資料 

東京 2020 オリンピック聖火リレーの神奈川県詳細ル
ート及び聖火ランナーを発表します 

東京 2020 オリンピック聖火リレーの詳細ルート及び東京 2020 オリンピック聖火リレー神奈川
県実行委員会（以下、「県実行委員会」という。）の聖火ランナーを改めて決定しましたので、お知
らせします。 

１ 聖火リレー詳細ルート 
本県では令和 3 年 6 月 28 日（月曜日）から 6 月 30 日（水曜日）まで聖火リレーが実施されます。

各市町の出発予定地、到着予定地及び各日のセレモニー会場等は次のとおりです。 

※太字は、延期前から出発・到着予定地が変更となった箇所となります。

【１日目・６月 28 日（月曜日）】（総走行距離：約 19km、総走行予定人数：94 人）
番号 市町名 

出発 到着 ルートの

変更有無 予定地 予定時間 予定地 予定時間 

① 箱根町 箱根駅伝往路ゴール地点付近 10:10 芦ノ湖遊覧船乗り場付近 10:36 

② 伊勢原市 大山 阿夫利神社＊ 11:00 
伊勢原市営 

大山第二駐車場 
11:20 

③ 小田原市 梅林駐車場西 11:45 浜町交差点手前 12:11 有 

④ 大磯町 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ ｾｰﾘﾝｸﾞ村予定地前 14:05 大磯町役場前 14:50 

⑤ 
平塚市、 

茅ヶ崎市 
平塚駅南口周辺 15:40 茅ヶ崎公園野球場付近 16:56 

⑥ 
藤沢市 

江の島北緑地広場 17:10 西浜歩道橋付近 17:29 有 

⑦ 湘南高校前信号 17:50 辻堂神台公園 18:35 

＊ 大山 阿夫利神社付近では、ケーブルカーを使用したリレーを行います。 

【セレモニー会場】 

出発式会場 箱根町・箱根駅伝往路ゴール地点付近 

ミニセレブレーション会場 藤沢市・江の島北緑地広場 

セレブレーション会場 藤沢市・辻堂神台公園 

【２日目・６月 29 日（火曜日）】（総走行距離：約 14km、総走行予定人数：87 人） 

番号 市町名 
出発 到着 ルートの

変更有無 予定地 予定時間 予定地 予定時間 

⑧ 三浦市 三崎ﾌｨｯｼｬﾘｰﾅ･ｳｫｰﾌ（うらり） 9:50 北條湾東 10:19 

⑨ 
横須賀市 

NTT 横須賀 

研究開発ｾﾝﾀ正面 
11:15 

NTT 横須賀 

研究開発ｾﾝﾀ正面 
11:25 

⑩ うみかぜ公園 11:45 横須賀芸術劇場付近 12:15 

⑪ 鎌倉市 由比ガ浜 13:00 鶴岡八幡宮 大石段上 13:50 

⑫ 海老名市 大島記念公園前交差点付近 14:50 海老名中央公園 15:18 

⑬ 厚木市 あゆみ橋東交差点 16:15 厚木年金事務所西側付近 16:46 有 

⑭ 
相模原市 

横山公園第 1 駐車場付近 18:05 相模原市役所前 18:34 

⑮ リニア神奈川県駅予定地付近 19:20 橋本公園 19:44 有 

01091206
タイプライターテキスト
別紙１

01091206
長方形



 

 

【セレモニー会場】 

出発式会場 三浦市・三崎ﾌｨｯｼｬﾘｰﾅ･ｳｫｰﾌ（うらり） 
ミニセレブレーション会場 海老名市・海老名中央公園 

セレブレーション会場 相模原市・橋本公園 
 

【３日目・６月 30 日（水曜日）】（総走行距離：約 20km、総走行予定人数：109 人）  

番号 市町名 
出発 到着 ルートの

変更有無 予定地 予定時間 予定地 予定時間 

⑯ 川崎市 等々力陸上競技場 10:10 武蔵中原駅手前 10:52  

⑰ 

横浜市 

横浜国際総合競技場前 12:10 新矢之根交差点付近 12:26 有 

⑱ 三ツ沢公園陸上競技場横 14:10 横浜西口ＫＮビル裏 15:03 有 

⑲ 金港町交差点付近 16:00 横浜市庁舎付近 16:51 有 

⑳ 横浜市庁舎前＊ 17:00 万国橋交差点 17:24 有 

㉑ 万国橋北 17:45 ﾄﾖﾀﾚﾝﾀｶｰ元町石川町店前 18:35 有 

㉒ ﾄﾖﾀﾚﾝﾀｶｰ元町石川町店前 18:35 マリンタワー前バス停 19:11 有 

㉓ マリンタワー前バス停 19:11 横浜赤レンガ倉庫 19:48 有 

＊ 横浜市庁舎前付近では、メガサップを使用したリレーを行います。 

【セレモニー会場】 

出発式会場 川崎市・等々力陸上競技場 

セレブレーション会場 横浜市・横浜赤レンガ倉庫 

 

別添資料１ リレールート詳細図 
 
【参考】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２ 聖火ランナー 
県実行委員会の聖火ランナー（66 人）及び各聖火ランナーの走行日・走行市町を決定しました

のでお知らせします。 

※このほか、東京 2020 聖火リレーパートナー等が選定したランナーが走行する予定です。 
 

別添資料２ 聖火ランナー一覧 
 
※オリンピック聖火リレーについては、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

織委員会が示した「東京 2020 オリンピック聖火リレーにおける新型コロナウイルス感染症対策

に関するガイドライン」を踏まえ、安心・安全な聖火リレーを実施できるよう準備を進めます。 

 なお、聖火リレールートの一部やセレモニーでの観覧については、３密対策の観点から、事前

予約制等を導入することを検討しております。詳細は、改めてお知らせします。 

問合せ先  

神奈川県スポーツ局 
オリンピック・パラリンピック担当部長         三枝 電話045-285-0783 
オリンピック・パラリンピック課聖火リレーグループ   加藤 電話045-285-0338 

メガサップ ケーブルカー 
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リレールート詳細図＜６月３０日（水曜日）＞ 

等々力陸上競技場～武蔵中原駅手前    横浜国際総合競技場前～新矢之根交差点付近 

  

  三ツ沢公園陸上競技場横 

～横浜西口 KN ビル裏 

  金港町交差点付近～横浜市庁舎付近 

  

※地図の再転載禁止 

    変更後 

  変更前 

ゴール地点、ルート一部変更 

ゴール地点変更 

16 

変更なし 

17 

18 19 

スタート地点変更 

出発式会場 
（等々力陸上競技場） 

 

01091206
タイプライターテキスト
別添資料１

01091206
長方形
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横浜市庁舎前～万国橋交差点      万国橋北～トヨタレンタカー元町石川町店前 

  

    トヨタレンタカー元町石川町店前 

～マリンタワー前バス停 
      マリンタワー前バス停～横浜赤レンガ倉庫 

  

※地図の再転載禁止 

 
  変更後 

  変更前 

20 21 

ルート一部変更 ルート一部変更 

ゴール地点変更（次のルートに継続） 

スタート地点変更（前のルートから継続） 

ルート一部変更 

22 23 

セレブレーション会場 
（横浜赤レンガ倉庫） 

メガサップを使用した

リレーを行います 



聖火ランナー一覧

（年齢は令和３年３月31日時点、走行日・走行市町別、氏名五十音順、敬称略）

走行日 走行市町 氏名 居住地
ゆかりの
自治体

年齢 性別

6月28日 箱根町 加藤　瑛大
かとう えいた

大井町 大井町 13 男性

6月28日 箱根町 具志堅　幸司
ぐ し け ん こ う じ

横浜市 神奈川県 64 男性

6月28日 箱根町 近藤　美七海
こんどう　みなみ

箱根町 箱根町 15 女性

6月28日 伊勢原市 石川　小百合
い し か わ さ ゆ り

山北町 山北町 49 女性

6月28日 伊勢原市 髙橋　優花
たかはし ゆか

伊勢原市 伊勢原市 41 女性

6月28日 伊勢原市 中西　英敏
なかにし　ひでとし

平塚市 平塚市 62 男性

6月28日 伊勢原市 野島　良実
のじま よしみ

開成町 開成町 58 女性

6月28日 小田原市
バトツェツェゲ
オチルサイハン

小田原市 小田原市 18 男性

6月28日 小田原市 鎧塚　俊彦
よろいづか　としひこ

県外 小田原市 55 男性

6月28日 大磯町 後藤　恵一
ごとう　けいいち

大磯町 大磯町 62 男性

6月28日 大磯町 露木　行雄
つゆき ゆきお

湯河原町 真鶴町 72 男性

6月28日 大磯町 山崎　貴裕
やまざき　たかひろ

二宮町 二宮町 25 男性

6月28日 平塚市・茅ヶ崎市 青田　正順
あおた まさのり

寒川町 寒川町 64 男性

6月28日 平塚市・茅ヶ崎市 小山田　庸子
お や ま だ よ う こ

秦野市 平塚市 59 女性

6月28日 平塚市・茅ヶ崎市 佐藤　彩香
さとう あやか

茅ヶ崎市 神奈川県 25 女性

6月28日 平塚市・茅ヶ崎市 武内　典夫
たけうち のりお

横浜市 平塚市 62 男性

別添資料２
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走行日 走行市町 氏名 居住地
ゆかりの
自治体

年齢 性別

6月28日 平塚市・茅ヶ崎市 田中　江里
た な か え り

鎌倉市 葉山町 53 女性

6月28日 藤沢市 加山　雄三
かやま　ゆうぞう

非公表 神奈川県 83 男性

6月28日 藤沢市 澤崎　弘美
さわざき　ひろみ

逗子市 逗子市 53 女性

6月28日 藤沢市 つるの　剛士
たけし

藤沢市 藤沢市 45 男性

6月28日 藤沢市 永井　洋一
ながい よういち

藤沢市 藤沢市 64 男性

6月28日 藤沢市 廣瀬　俊朗
ひろせ としあき

藤沢市 神奈川県 39 男性

6月28日 藤沢市 宮下　空唯
みやした　くう

藤沢市 藤沢市 20 男性

6月29日 三浦市 副島　保彦
そえじま　やすひこ

県外 藤沢市 61 男性

6月29日 三浦市 津田　桂
つだ かつら

相模原市 相模原市 56 女性

6月29日 横須賀市 池井　将
いけい　しょう

横須賀市 横須賀市 28 男性

6月29日 横須賀市 ギャンビル　ウィリアム海音
かいと

三浦市 横須賀市 14 男性

6月29日 鎌倉市 石井　秀卓
いしい ひでたか

鎌倉市 鎌倉市 56 男性

6月29日 鎌倉市 武重　沙良
たけしげ　さら

横浜市 横浜市 16 女性

6月29日 鎌倉市 蓼沼　美幸
たてぬま　みゆき

逗子市 逗子市 51 女性

6月29日 鎌倉市 富田
とみた

　京子
きょうこ

大和市 神奈川県 55 女性

6月29日 海老名市 有持
あ り も ち

 真人
まさ ひと

清川村 神奈川県 59 男性

6月29日 海老名市 大澤　力
おおさわ つとむ

海老名市 海老名市 41 男性

2 / 4 ページ



走行日 走行市町 氏名 居住地
ゆかりの
自治体

年齢 性別

6月29日 海老名市 KENZO(DA PUMP) 非公表 海老名市 36 男性

6月29日 厚木市 阿部　洋
あべ　　ひろし

厚木市 厚木市 69 男性

6月29日 厚木市 チャンスリー　龍海
りゅうが

座間市 神奈川県 13 男性

6月29日 相模原市 小泉
こいずみ

　京美
きょうみ

川崎市 相模原市 61 女性

6月29日 相模原市 佐藤　弘樹
さとう ひろき

松田町 松田町 39 男性

6月29日 相模原市 月
つき

崎
ざき

  竜童
りゅうどう

相模原市 相模原市 36 男性

6月29日 相模原市 野口　博史
のぐち ひろし

愛川町 愛川町 62 男性

6月30日 川崎市 アレックス　ラミレス 非公表 神奈川県 46 男性

6月30日 川崎市 五島
ごとう

　シズ 川崎市 川崎市 92 女性

6月30日 川崎市
佐々木　彩夏
さ さ き あ や か

(ももいろクローバーＺ)

非公表 ― 24 女性

6月30日 川崎市
高城
たかぎ

　れに

(ももいろクローバーＺ)

非公表 ― 27 女性

6月30日 川崎市
玉井　詩織
たまい しおり

(ももいろクローバーＺ)

非公表 ― 25 女性

6月30日 横浜市 姉﨑　正男
あねざき　まさお

大和市 大和市 75 男性

6月30日 横浜市 青木　保潔
あおき やすゆき

横浜市 神奈川県 57 男性

6月30日 横浜市 上野　水香
うえの みずか

非公表 神奈川県 43 女性

6月30日 横浜市 宇野　綾香
う の あ や か

横浜市 横浜市 15 女性

6月30日 横浜市 大類
おおるい　

　なをみ 県外 横浜市 22 女性
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走行日 走行市町 氏名 居住地
ゆかりの
自治体

年齢 性別

6月30日 横浜市 川瀬　賢太郎
かわせ けんたろう

非公表 神奈川県 36 男性

6月30日 横浜市 草笛　光子
くさぶえ みつこ

東京都 横浜市 87 女性

6月30日 横浜市 倉橋　良一
くらはし　りょういち

中井町 中井町 58 男性

6月30日 横浜市 児玉　ありか
こだま　

横浜市 横浜市 24 女性

6月30日 横浜市 杉田　勇
すぎた　いさむ

横浜市 横浜市 78 男性

6月30日 横浜市 千住　真理子
せんじゅ　まりこ

非公表 横浜市 58 女性

6月30日 横浜市 谷原　章介
たにはら　しょうすけ　　

県外 横浜市 48 男性

6月30日 横浜市 辻村　琢光
つじむら　たくみ

県外
藤沢市

南足柄市
（※旧居住地）

21 男性

6月30日 横浜市 出川　哲朗
でがわ てつろう

非公表 横浜市 57 男性

6月30日 横浜市 中村　歩
なかむら　あゆみ

湯河原町 湯河原町 51 女性

6月30日 横浜市 望
のぞ

海
み

 　風斗
ふ う と

非公表 横浜市 非公表 女性

6月30日 横浜市 塙
はなわ

　 健
けん

県外 鎌倉市 58 男性

6月30日 横浜市 藤井　文
ふじい あや

横浜市 横浜市 48 女性

6月30日 横浜市 正木　楓
まさき　かえで

横浜市 厚木市 25 女性

6月30日 横浜市 三浦　洋平
みうら ようへい

綾瀬市 座間市 42 男性

6月30日 横浜市 山崎　雄一郎
やまざき　ゆういちろう

横浜市 横浜市 63 男性
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