市連会７月定例会説明資料
令 和
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日

市民局ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進課
自治会・町内会長

各位
市民局オリンピック・パラリンピック推進課
担当課長

東京 2020 オリンピック・パラリンピック
「横浜版ウェルカムガイドブック」の発行について（周知）
盛夏の候

ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。

日頃から市民スポーツの振興にご協力いただき、ありがとうございます。
さて、令和３年７月 23 日（金）に東京 2020 オリンピックが開会し、横浜では野球・
ソフトボール、サッカー競技が開催されます。
横浜市では、横浜ゆかりの日本代表選手や市内の開催競技、事前キャンプ・ホストタウ
ン情報などを掲載した「横浜版ウェルカムガイドブック」を発行いたします。７月下旬か
ら各区役所の窓口での配布、特設ウェブサイトへの掲載を行いますので、ご自宅での観戦
等にぜひご活用いただきたく、ご案内いただけますと幸いです。
なお、本ガイドブックにつきましては、各自治会町内会に１部ずつご参考までに送付い
たしますので、どうぞご活用ください。
１ 東京2020オリンピック・パラリンピック概要
（１）日程：オリンピック期間
令和３年７月23日（金）～８月８日（日）
パラリンピック期間

令和３年８月24日（火）～９月５日（日）

（２）横浜での開催競技：野球・ソフトボール（横浜スタジアム）
サッカー（横浜国際総合競技場）
２

送付物
横浜版ウェルカムガイドブック（A4サイズ・20ページ）

１部

※通常の配送ルートまたは各自治会町内会長様宛に郵送にて個別にお送りします。
市民の皆様をはじめとした大会に関係する全ての皆様にとって、安全で安心な大会となる
ように取り組んでまいりますので、引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。
担当：市民局オリンピック・パラリンピック推進課
園原・三好
電話：671－3690

FAX：664－1588

東京2020オリンピック・パラリンピック
横浜版ウェルカムガイドブック

発行：横浜市
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自宅からもアツい応援を届けよう！

東京2020オリンピック TOPICS
東京2020パラリンピック TOPICS

東京 2020オリンピック・パラリンピック
開催決定後の横浜市の歩み
2013年９月、アルゼンチンのブエノ

ピック･パラリンピック競技大会組織

ン・パラリンピアの学校訪問事業を行

スアイレスで開かれた国際オリンピッ

委員会をはじめとした関係機関と連携

い、子どもたちとアスリートが直接触

ク委員会（IOC）総会において、1964年

し、競技会場のスタジアムの整備や市

れ合う機会を創出するなど、市内のス

の前回大会以来、再び東京でオリンピ

内で行われる事前キャンプの調整、観

ポーツ振興にも取り組んできました。

ック・パラリンピックが開催されるこ

客の皆さんをお迎えする都市ボランテ

アスリートの方々には「横浜の心か

とが決まりました。横浜市内において

ィア向けの活動研修など、開催に向け

らのおもてなし」を、市民の皆さんを

も、東京2020オリンピックの野球・ソ

た準備を進めてきました。

はじめとする関係者の方々には「東京

フトボールが横浜スタジアム（中区）で、

また、開会1000日前・500日前・１年

2020オリンピック・パラリンピックに

サッカーが横浜国際総合競技場（港北

前といった節目を捉え、イベントなど

関わった」という記憶を、数々の感動

区）で行われます。

を通じて機運を醸成してきたほか、市

とともにレガシーとして未来に引き継

立小・中学校などを対象にオリンピア

いでいきます。

横浜市は、公益財団法人東京オリン
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※本ガイドブックに掲載している情報は6月30日現在のものです。今後、東京2020大会の開催状況により、計画の変更等が生じる場合があります。

Welcome to YOKOHAMA
横浜からのおもてなし

©Tokyo 2020

街なかを彩る都市装飾
横浜市は、都市装飾を通じて東京2020オリンピック・パラリ

また、最寄り駅から競技会場である横浜スタジアムや横浜国

ンピックを盛り上げ、横浜を訪れる皆さんをお出迎えします。

際総合競技場へのラストマイル上、新市庁舎周辺の桜木町やみ

横浜の象徴的な場所である横浜赤レンガパークには、オリンピ

なとみらい21地区、多くの来街者が訪れる横浜駅などは、街灯

ックシンボルを活用したモニュメント（スペクタキュラー）を、

バナーフラッグなどで彩ります。

６月末から東京2020オリンピック終了まで設置します。

おもてなしの心でお出迎え！

ボランティア

東京2020オリンピック・パラリンピックでは、
City Cast Yokohama（横浜市・都市ボランティ
ア）が、来街者の皆さんを「横浜の顔」として温
かくお迎えします。競技会場周辺などでの、City
Cast Yokohamaのおもてなしにも注目です。
約5,800人という大変多くの方にご応募いた
だき、抽選を経て大会のために準備してきた約
2,000人のCity Cast Yokohamaの皆さんが活躍さ
れます。

横浜⽂化体育館で⾏われた、都市ボランティアのキック
オフイベントでは、たくさんのボランティアが集まった
「暑さ対策・持続可能性・多様性」に配
慮したシティキャストのユニフォー
ム。大会を陰ながら支える
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最高峰の試合が繰り広げられる！

横浜が誇る2大スタジアム
これまでも数々の名勝負を見届けてきた横浜の2大スタジアム。 東京2020大会でも、注目の試合が行われます。
野球・ソフトボール、サッカー男子・女子の試合日程、 競技解説と共に、 2大スタジアムをご紹介します。

写真：AFP/アフロ

横浜スタジアム

野球・ソフトボールを開催
大会時収容人数 約35,384人
開場・完成年 1978年
アクセス JR根岸線・横浜市営地下鉄「関内駅」徒歩2〜3分
横浜高速鉄道みなとみらい線「日本大通り駅」徒歩3分

Yokohama Baseball Stadium

野球試合日程
7/29木 19:00-22:00 オープニングラウンド
7/30金 12:00-15:00 オープニングラウンド
19:00-22:00 オープニングラウンド
7/31土 12:00-15:00 オープニングラウンド
19:00-22:00 オープニングラウンド
8/1日 12:00-15:00 ノックアウトステージ
8/2🈷 12:00-15:00 ノックアウトステージ
8/3火 19:00-22:00 ノックアウトステージ
8/4水 12:00-15:00 ノックアウトステージ
8/5木 19:00-22:00 準決勝
8/7土 12:00-15:00 3位決定戦

グループB
グループA
グループB
グループA

イスラエル vs 大韓民国

メキシコ vs ドミニカ共和国

アメリカ合衆国 vs イスラエル

日本 vs メキシコ

大韓民国 vs アメリカ合衆国
19:00-22:00 ノックアウトステージ
19:00-22:00 ノックアウトステージ

グループB

19:00-22:00 準決勝
19:00-22:30 決勝戦／表彰式

ソフトボール試合日程

写真：東阪航空サービス/アフロ

改修工事を終えた新生「ハマスタ」で熱戦を見届ける
「ハマスタ」
の愛称で親しまれるプロ野球チームの本拠地。野球・
ソフトボールの26試合が行われる。2020年2月に約2年半の増築・改
修工事を終え、収容人数は約29,000人から6,000人増加。子どもから
大人まで楽しめるスタジアムを目指し、授乳室なども整備された。
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7/24土 10:00-16:30 オープニングラウンド
オープニングラウンド
20:00-22:00 オープニングラウンド
7/25日 10:00-16:30 オープニングラウンド
オープニングラウンド
20:00-22:00 オープニングラウンド
7/26🈷 10:00-16:30 オープニングラウンド
オープニングラウンド
20:00-22:00 オープニングラウンド
7/27火 13:00-15:00 3位決定戦
20:00-22:30 決勝戦／表彰式

オーストラリア vs カナダ

アメリカ合衆国 vs メキシコ

日本 vs イタリア

オーストラリア vs アメリカ合衆国

カナダ vs 日本

イタリア vs メキシコ

日本 vs アメリカ合衆国

カナダ vs イタリア

メキシコ vs オーストラリア

野球
Baseball

侍ジャパンが目指す、
オリンピック念願の金メダル
1992年バルセロナ大会から正式種目となっ
た野球。2008年北京大会まで5大会連続で行
われたが、その後、正式種目からは外された。
今大会では、開催都市提案により3大会ぶり
に野球がオリンピックに帰ってくる。
過去5大会を振り返ると、キューバが3回優
勝、アメリカ、韓国が1回ずつ金メダルを獲
得している。日本の成績は、1996年のアトラ
ンタ大会での銀メダルが最高位であり、正式
種目となって以来、優勝から遠のいている。
とはいえ、これまで4回開催されたWBC（ワ
ールド・ベースボール・クラシック）における2
度の優勝経験は揺るぎなく、日本の金メダル
獲得には大いに期待がかかる。
6チームが出場する東京2020大会。稲葉篤
紀代表監督のもと、「侍ジャパン」がどんなプ
レーを見せてくれるのか、目が離せない。

写真：アフロ
やまさきやすあき

こんどうけんすけ

侍ジャパンの守護神と
して、WBSC世界野球
プレミア12など国際試
合での経験も豊富。所
属の横浜DeNAベイス
ターズではストレート
とツーシームを武器に
プロ7年目を迎えた。

横浜高校出身、甲子園
出場。北海道日本ハム
ファイターズ所属の外
野手。球界きっての選
球眼と、高い打撃技術
で、2019年のWBSC世
界野球プレミア12の優
勝にも貢献した。

写真：Penta Press/アフロ

写真：AFP/アフロ

山崎康晃選手 28歳

近藤健介選手 27歳

ソフトボール
Sof tball

金メダルに輝いた北京大会
あの感動を再び、横浜で！
1996年アトランタ大会で正式種目となった
ソフトボールでは、3大会連続でアメリカが
金メダルを獲得。その強さを見せつけてきた
が、2008年北京大会で日本がアメリカを破り
優勝。エース・上野由岐子をはじめとする日
本代表選手たちのプレーに日本中が歓喜した。
オリンピックのソフトボールでは、これま
でアメリカ、日本のほか、オーストラリアと
中国の4か国のみが表彰台にのぼってきた。
今大会では、日本、アメリカ、イタリア、メ
キシコ、カナダ、オーストラリアの6チーム
が出場する。まずは全チーム総当たりのオー
プニングラウンドが行われ、その後、3位決
定戦、決勝戦と進められる。
かつてシドニー、アテネの2大会で活躍し
た宇津木麗香監督率いる、15名の日本代表選
手たちの熱き戦いにエールを送りたい。

写真提供：日本ソフトボール協会
やま だ え り

きよはら な ゆ

神奈川県出身。女子ソ
フトボール代表を束ね
る主将。04年アテネ大
会の銅メダル、08年北
京大会の金メダルに貢
献。日本リーグでは首
位打者を4度獲得。ポ
ジションは外野手。

横浜市戸塚区を拠点と
する日立ソフトボール
部で主将を務める捕手。
15年の東アジアカップ
の日本代表として4連
覇に貢献。持ち前の明
るさと頭脳的なリード
で投手陣を引っ張る。

写真提供：日本ソフトボール協会

写真提供：日本ソフトボール協会

山田恵里選手 37歳

清原奈侑選手 30歳
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横浜国際総合競技場

サッカーを開催
大会時収容人数 約72,000人
開場・完成年 1998年
アクセス JR東海道新幹線・横浜線・横浜市営地下鉄「新横浜駅」
徒歩12〜14分 JR横浜線「小机駅」徒歩7分

International Stadium Yokohama

サッカー男子試合日程
7/22木 17:30-22:30 一次ラウンド コートジボワール vs サウジアラビア
祝
一次ラウンド ブラジル vs ドイツ
□
7/25日 17:30-22:30 一次ラウンド ブラジル vs コートジボワール
一次ラウンド サウジアラビア vs ドイツ
7/28水 17:30-22:30 一次ラウンド 大韓民国 vs ホンジュラス
一次ラウンド フランス vs 日本
7/31土 20:00-23:00 男子準々決勝
8/7土 20:30-23:30 男子決勝戦／男子表彰式

サッカー女子試合日程
7/27火 20:30-22:30 一次ラウンド オランダ vs 中国
7/30金 20:00-23:00 女子準々決勝
8/2🈷 20:00-23:00 女子準決勝

史上初！「世界三大スポーツ大会」決勝開催
Jリーグチームの本拠地で、サッカーの男子決勝など
男女11試合が行われる。2002年にはFIFAワールドカップ、
2019年にはラグビーワールドカップの決勝戦も開催して
おり、
東京2020大会開催により、
「世界三大スポーツ大会」
写真：古城 渡/アフロ

の決勝が行われる世界で最初の競技場となる。

サッカー
Football

世界が熱狂するハイレベルな試合
男子・女子ともに最高位を目指す！
1968年メキシコシティー大会で男子に銅メ
ダル、2012年ロンドン大会では女子に銀メダ
ルをもたらしたサッカー。
男子は、1900年のパリ大会から続いており、
1930年が初開催のワールドカップよりもその
歴史は古い。前回大会では開催国のブラジル
が金メダルを獲得したが、意外にもオリンピ
ックでは初優勝だった。一方、ヨーロッパの
強豪国も1992年バルセロナでのスペイン以降、
金メダルを手にしていない。日本代表がこれ
まで見せてきた数々の「奇跡」を東京2020大会
でも見せてくれることへの期待が高まる。
女子は1996年アトランタ大会から正式種目
となり、アメリカが4度優勝。ワールドカッ
プ優勝経験のある日本ではあるが、金メダル
には一歩及ばず。
「なでしこジャパン」の歴史
に輝かしい１ページを加えてほしい。
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写真（男女共に）
：JFA/アフロ
えんどうわたる

し みず り さ

遠藤航選手 28歳

清水梨紗選手 25歳

横浜市戸塚区出身、ブ
ンデスリーガ・VfBシ
ュトゥットガルト所属。
ポジションはMF。U-19
から日本代表に選出さ
れ存在感を発揮する。
16年リオ大会ではキャ
プテンを務めた。

小学2年で横浜市へ転
居し、県立元石川高校
へ。現在は日テレ・東
京ヴェルディベレーザ
所 属。 ポ ジ シ ョ ン は
DF。21年4月の国際親
善試合では、代表初ゴ
ールを挙げている。

写真：JFA/アフロ

写真：松尾/アフロスポーツ

横浜市にゆかりのある

オリンピック・パラリンピック選手名鑑

出身地や出身校など、横浜市にゆかりのあるオリンピック・パラリンピックの代表選手を紹介します。
横浜とのゆかりを知れば、選手たちへの応援にもより一層、力が入るのではないでしょうか。
※年齢は2021年7月21日現在

男子

よし だ

オリンピック

吉田 拓馬 26歳

水泳競技/競泳

男子200m平泳ぎ
さ とう しょう ま

他

卒業

17､ 19年世界選手権代表。18年アジア大会銀メダル。16年アジア選手
権金メダル

ゆかりの地 慶應義塾大学

在学中

佐藤 翔馬 20歳

ゆかりの地 日本体育大学

たく ま

男子

たか た

ゆかりの地 日本体育大学

みつる

高田 充 25歳

卒業

21年日本選手権100m、200m優勝。21年ジャパンオープン200m優勝

17､ 19年世界選手権代表。18年アジア大会銀メダル。16年アジア選手
権金メダル

男子200m平泳ぎ

男子

む

ら

ゆかりの地 日本体育大学

卒業

りゅう や

武良 竜也 25歳

あら い

ゆかりの地 日本体育大学

あつし

荒井 陸 27歳

卒業

21年日本選手権200m2位。20年日本選手権200m３位。17年ユニバー
シアード代表

15､ 17､ 19年世界選手権代表。18年アジア大会銀メダル。2016年リオ
大会代表。15､ 16年アジア選手権金メダル

男子200mバタフライ

男子

ほん だ

ゆかりの地 横浜市瀬谷区

出身

ともる

本多 灯 19歳

おお かわ

ゆかりの地 日本体育大学

けい ご

大川 慶悟 31歳

卒業

20､ 21年日本選手権200m優勝。20年日本選手権400m個人メドレー 2位。
19年世界ジュニア選手権200m2位

11､ 15､ 17､ 19年世界選手権代表。18年アジア大会銀メダル。2016リ
オ大会代表。15､ 16年アジア選手権金メダル

女子400m自由形

男子

こ ぼり

わ

か

他

ゆかりの地 地元スポーツ

クラブ所属

小堀 倭加 20歳

あら き

ゆかりの地 日本体育大学

けん た

荒木 健太 26歳

卒業

21年日本選手権400m優勝。19年ユニバーシアード800m＆1500m2冠

17､ 19年世界選手権代表。18年アジア大会銀メダル。16年アジア選手
権金メダル

女子4×100mフリーリレー

男子

い が ら し

ち ひろ

他

ゆかりの地 横浜市青葉区

出身

五十嵐 千尋 26歳

21年日本選手権200m優勝。18年アジア大会400mフリーリレー優勝。
13 〜 18年日本選手権400m6連覇

19年世界選手権3mシンクロ板飛び込み7位。18年アジア大会同種目銅
メダル
か

ゆかりの地 日本体育大学

在学中

三上 紗也可 20歳

コップ 晴紀 イラリオ 22歳

卒業

ゆかりの地 日本体育大学

卒業

し

が

みつ あき

志賀 光明 29歳

ゆかりの地 日本体育大学

卒業

15､ 19年世界選手権代表。16年五輪最終予選代表。14年アジア大会銀
メダル
女子

にい ざわ

ゆ

き

新澤 由貴 24歳

ゆかりの地 日本体育大学

卒業

まい こ

ゆかりの地 日本体育大学

在学中

女子

く どう きょう こ

工藤 恭子 20歳

ゆかりの地 日本体育大学

在学中

東京2020大会で代表デビュー
女子

かわ ぐち

か

こ

河口 華子 22歳

ゆかりの地 日本体育大学

在学中

東京2020大会で代表デビュー

19年世界選手権代表､ 18年アジア大会銀メダル
男子

こ

20年アジア選手権代表､ 19年世界選手権代表。18年アジア大会銅メダ
ル

17､ 19年世界選手権代表､ 18年アジア大会銀メダル。2016リオ大会代
表。15､ 16年アジア選手権金メダル
はる き

か

橋田 舞子 20歳

ゆかりの地 日本体育大学

足立 聖弥 26歳
男子

り

三浦 里佳子 31歳

はし だ

水泳競技/水球

せい や

み うら

女子

オリンピック

あ だち

女子

20年アジア選手権代表。17､ 19年世界選手権代表。18年アジア大会銅
メダル

18年アジア大会4位。19年世界選手権5位

男子

在学中

19年世界ジュニア8位。19年ユニバーシアード5位。18年アジアジュニ
ア優勝。18年Ｗ杯7位

坂井 丞 28歳

や

ゆかりの地 日本体育大学

とう い

鈴木 透生 21歳

男子シンクロナイズドダイビング3m飛板飛込 他 ゆかりの地 日本体育大学
さか い しょう
卒業

さ

卒業

15､ 17､ 19年世界選手権代表。18年アジア大会銀メダル。2016リオ大
会代表。15､ 16年アジア選手権金メダル
すず き

水泳競技/飛込

み かみ

ゆかりの地 日本体育大学

とも よし

福島 丈貴 28歳
男子

オリンピック

女子3m飛板飛込

ふく しま

ゆかりの地 日本体育大学

卒業

15､ 17､ 19年世界選手権代表､ 18年アジア大会銀メダル。2016年リオ
大会代表。15､ 16年アジア選手権金メダル
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投手

オリンピック

やま さき

水泳競技

みなみ で

たい しん

卒業

18年ＯＷＳ日本代表優勝。21年五輪最終予選10kg6位

捕手

こん どう

けん すけ

19年プレミア12優勝。15､ 18､ 20年リーグ打率3位。18。19年ベスト
ナイン。11年アジア選手権日本代表

オリンピック

野球・ソフトボール

アーチェリー

かわ た

/ソフトボール
ゆかりの地 日本体育大学

ゆう き

卒業

河田 悠希 24歳

19年全日本選手権優勝。17年アジア選手権２位。14年全日本選手権で
17歳史上最年少優勝
男子

む とう

ゆかりの地 慶應義塾大学

ひろ き

卒業

武藤 弘樹 24歳

はや かわ

ゆかりの地 日本体育大学

れん

卒業

早川 漣 33歳

12年ロンドン大会団体銅メダル。14年引退も16年復帰。07年来日し
09年日本国籍取得。20年全日本選手権優勝
女子

なか むら

み

捕手

きよ はら

な

19年ジャパンカップ準優勝。18年日本リーグベストイレブン
（捕手）
、
15年東アジアカップ優勝
捕手
みね

ゆかりの地 瀬谷中学卒業

ゆき よ

峰 幸代 33歳
外野手
やま だ

え

ゆかりの地 地元チーム所属

り

日本リーグ通算安打歴代1位。18年アジア大会金メダル。
08年北京大会金。世界選手権は12､ 14年が金

オリンピック

ボクシング

14年世界室内選手権2位。17年Ｗ杯アンタルヤ大会団体2位。17年世界
選手権出場

女子フェザー級
（54-57kg）
いり え

オリンピック

せ

な

山縣 亮太 29歳

卒業

オリンピック

カヌー

18年日本選手権100m優勝。2016リオ大会400mリレー銀。布施スプリ
ント2021優勝
（日本記録）。練習拠点は慶応大学日吉陸上競技場
男子100m
こ いけ

ゆかりの地 慶應義塾大学

ゆう き

小池 祐貴 26歳

卒業

18年アジア大会200m金。19年7月9秒98マーク＆世界選手権準決勝。
21年日本選手権200m優勝。練習拠点が慶応大学日吉陸上競技場
男子110mハードル
いずみ や

しゅんすけ

泉谷 駿介 21歳

女子カナディアンペア
（C-2）500m
く

ぼ

た

まな か

オリンピック

卒業

自転車競技

/BMXレーシング

女子

はたけ やま

ひろ ゆき

遠藤 大由 34歳

ゆかりの地 日本体育大学

卒業

自転車競技/トラック
なか むら

野球・ソフトボール/野球

こう よう

青柳 晃洋 27歳
8

19年9勝9敗。20年7勝9敗

在学中

オリンピック

女子マディソン

オリンピック

あお やぎ

ゆかりの地 日本体育大学

え

19年 Ｗ 杯 第8戦 で 日 本 女 子 初 の 決 勝 進 出。18年 世 界 選 手 権15位。
16､ 17年アジア選手権ジュニア女子連覇

12 〜 14､ 17､ 19年全日本総合選手権優勝。19年アジア選手権優勝。
18､ 19年ワールドツアーファイナルズ準優勝

投手

さ

畠山 紗英 22歳

バドミントン
えん どう

卒業

19年世界選手権ペア9位。18年アジア大会4位。18年国体200m､
500m2冠

ゆかりの地 武相高校

オリンピック

ゆかりの地 日本体育大学

久保田 愛夏 25歳

19年世界選手権代表(欠場)。19年日本選手権２位（日本タイ記録）。
19年ユニバーシアード３位。21年日本選手権優勝（日本記録）

男子ダブルス

在学中

20年アジアオセアニア予選2位。19年世界選手権8強。18年全日本優勝。
18年アジアユース選手権銅メダル

ゆかりの地 慶應義塾大学

やま がた りょう た

ゆかりの地 日本体育大学

入江 聖奈 20歳

陸上競技/トラック

男子100m

（2002〜20年）

山田 恵里 37歳

卒業

中村 美樹 28歳

（2014年〜）

清原 奈侑 30歳

ゆかりの地 日本体育大学

き

ゆかりの地 地元チーム所属

ゆ

07年世界選手権代表。08年北京大会金メダル。14年引退も16年復帰

19年世界選手権出場。18年アジア大会個人9位。
14年ユース五輪個人6位
女子

ゆかりの地 横浜高校卒業

近藤 健介 27歳

オリンピック

男子

（2015年〜）

19年プレミア12優勝。18､ 19年最多セーブ投手。15年プレミア12銅メ
ダル。15年セ・リーグ新人王

ゆかりの地 日本体育大学

南出 大伸 25歳

ゆかりの地 地元チーム所属

山㟢 康晃 28歳

/マラソンスイミング
男子

やす あき

ゆかりの地 横浜市出身

き さと

中村 妃智 28歳

ゆかりの地 日本体育大学

18年アジア選手権金メダル、19年全日本選手権優勝

卒業

オリンピック

オリンピック

体操/体操競技

フェンシング
男子サーブル

かい と

ゆかりの地 横浜市出身

ストリーツ 海飛 27歳

19年アジア選手権個人9位､ 団体3位。18年アジア大会団体3位。全日
本選手権は17、19年Ｖ、18年2位
女子フルーレ
あずま

り

ゆかりの地 日本体育大学

お

卒業

東 莉央 22歳

16年全日本選手権準優勝。16年インターハイ優勝。18年アジアジュニ
ア選手権銅メダル
女子フルーレ
あずま

せ

男子

うち むら

12年ロンドン､ 16年リオ個人総合2連覇。16年リオ大会団体総合金。
12年ロンドン大会団体総合＆床銀。08年北京大会個人＆団体総合銀
女子

むら かみ

ま

さ とう

ゆかりの地 日本体育大学

のぞ み

卒業

佐藤 希望 35歳

19年世界選手権代表。16年リオ大会8位入賞。
12年ロンドン大会出場
（2回戦敗退）。14、15年全日本選手権優勝

18年世界選手権個人総合銀＆床銅。17年世界選手権床金メダル。
16年リオ大会団体総合4位＆床7位＆個人総合14位

オリンピック

ハンドボール
い

あん り

土井 レミイ 杏利 31歳

ゆかりの地 日本体育大学

卒業

20年アジア選手権代表。17､ 19年世界選手権代表。16､ 18年アジア選
手権代表
ゆかりの地 日本体育大学

ひろ き

元木 博紀 29歳

卒業

20年アジア選手権代表。18年アジア大会代表。17年世界選手権代表。
17年日本選手権最優秀選手
ゆかりの地 横浜市戸塚区

えん どう わたる

ど

もと き

サッカー
男子ＭＦ

男子

男子

オリンピック

卒業

村上 茉愛 24歳

17、18年全日本選手権優勝､ 18年アジア大会及び19年アジア選手権団
体金、個人銅メダル
女子エペ

ゆかりの地 日本体育大学

い

在学中

東 晟良 21歳

卒業

内村 航平 32歳

ゆかりの地 日本体育大学

ら

ゆかりの地 日本体育大学

こう へい

出身

遠藤 航 28歳

女子
はら

ゆかりの地 日本体育大学

のぞ み

原 希美 30歳

卒業

19年アジア杯準優勝。18年Ｗ杯ロシア大会代表。2016リオ大会代表

13､ 15､ 17､ 19年世界選手権代表。17､ 18年アジア選手権銀メダル。
18年アジア大会銅メダル

男子ＤＦ

女子

いた くら

ゆかりの地 横浜市出身

こう

板倉 滉 24歳

19年U-22日本代表。19年南米選手権日本代表。18年アジア大会準優
勝(U-21)。16年U-19アジア選手権代表
男子ＭＦ
く

ぼ

いけ はら

池原 綾香 30歳

（2018年8月〜
12月）

久保 建英 20歳

オリンピック

ボート

19年南米選手権出場。17年U-17Ｗ杯出場。17年U-20W杯出場
男子ＭＦ
み よし

ゆかりの地 地元チーム所属

こう じ

（2019年8月〜
20年4月）

三好 康児 24歳

19年コパアメリカ代表、18年アジア大会準優勝(U-21)。16年U-19アジ
ア選手権代表
男子ＦＷ

男子シングルスカル
あら かわ りゅう た

前田大然 23歳

荒川 龍太 26歳

（2020年8月〜）

オリンピック

ラグビー /7人制ラグビー

19年コパアメリカ代表､ 18年アジア大会代表
女子ＧＫ
いけ だ

さ

き

こ

池田 咲紀子 28歳

ゆかりの地 日本体育大学

卒業

ゆかりの地 横浜市出身

19年世界選手権軽量級ダブルスカル代表。18年アジア大会シングルス
カル銅メダル

ゆかりの地 地元チーム所属

まえ だ だい ぜん

卒業

19年世界選手権代表。17､ 18年アジア選手権銀メダル。16年五輪最終
予選代表。13年世界選手権代表

ゆかりの地 地元チーム所属

たけ ふさ

ゆかりの地 日本体育大学

あや か

女子

つつみ

か

堤 ほの花 24歳

ゆかりの地 日本体育大学

卒業

19年Ｗ杯代表。18年アジア大会優勝。18年アジアカップ優勝。
12年U-20Ｗ杯3位。08年U-17Ｗ杯代表

19年ユニバーシアード金メダル、19年Ｗ杯日本代表、17年Ｗ杯(15人制）
日本代表

女子ＤＦ

女子

みや がわ

あさ と

ゆかりの地 横浜市出身

宮川 麻都 23歳

ひら の

ゆ

め

平野 優芽 21歳

19年Ｗ杯代表。18年U-20Ｗ杯優勝。16年U-20Ｗ杯代表。14年U-17Ｗ
杯優勝

18年アジア大会金メダル

女子ＤＦ

女子

しみ ず

り

さ

ゆかりの地 元石川高校卒業

清水 梨紗 25歳

し みず

ま

ゆ

清水 麻有 23歳

19年Ｗ杯代表､ 18年アジアカップ優勝､ 18年アジア大会優勝､
12年U-17Ｗ杯代表

17年Ｗ杯(15人制)日本代表

女子ＭＦ

女子

み うら

なる み

三浦 成美 24歳

ゆかりの地 日本体育大学

卒業

19年Ｗ杯代表、16年U-20Ｗ杯代表､ 15年U-19アジア選手権優勝

しら こ

み ゆう

白子未祐 26歳

東京2020大会で代表デビュー

ゆかりの地 日本体育大学

在学中

ゆかりの地 日本体育大学

大学院在学中

ゆかりの地 慶應義塾大学

卒業

9

女子

こ いで

み ふゆ

ゆかりの地 横浜市出身

オリンピック

小出 深冬 25歳

トライアスロン

2016年リオ大会代表。14年アジア大会銀メダル
女子

まつ だ

ゆかりの地 日本体育大学

りん か

松田 凜日 19歳

在学中

東京2020大会で代表デビュー
女子

なが た

は

永田 花菜 21歳

お

在学中

19年ユニバーシアード金メダル

小田倉 真 28歳
女子

きし もと

岸本 新菜 25歳

オリンピック

バレーボール競技
ゆかりの地 横浜市在住

2008年北京大会より4大会連続出場。19年世界選手権10位。18年アジ
ア大会4位。16年リオ大会15位。08年北京大会10位
ど

い

まな み

土居 愛実 27歳

ゆかりの地 横浜市港南区

出身

20年世界選手権8位。18年アジア大会金メダル。17年世界選手権3位。
2016年リオ大会出場
女子49erFX級
やま ざき

山崎 アンナ 21歳

ゆかりの地 横浜市鶴見区

出身

15年ジュニアオリンピックカップ女子レーザー 4.7級優勝。17年ジュ
ニア世界選手権銀メダル
混合フォイリングナクラ17級
いい つか

し ぶき

飯束 潮吹 32歳

/バレーボール

男子

やま もと

富澤 慎 37歳

女子レーザーラジアル級

ゆかりの地 横浜市戸塚区

出身

20年世界選手権19位。07年アジア大会420級銀メダル。02年アジア大
会OP級で14歳で金メダル

山本 智大 26歳

ひろ ゆき

男子

たか なし

高梨 健太 24歳

19年ユニバーシアードナポリ大会代表。U-23日本代表
男子

たか はし

ゆかりの地 日本体育大学

らん

髙橋 藍 19歳
女子

こ ばた

ま

ゆかりの地 横浜市出身

ゆかりの地 神奈川大学

（2017〜18年）

19年世界選手権複合4位。18年ボルダリング世界選手権優勝。18年世
界ユース選手権ボルダリング＆リード3位

小幡 真子 28歳

JVA2021-07-061

男子96kg級
やま もと

とも かず

張本 智和 18歳

ゆかりの地 日本体育大学

とし き

山本 俊樹 29歳

オリンピック

レスリング
男子グレコローマンスタイル60kg級
ふみ た

けん いち ろう

文田 健一郎 25歳

ゆかりの地 日本体育大学

卒業

17､ 19年世界選手権金メダル。18年U-23世界選手権金メダル。
18年全日本選手権優勝。
び

く

しょうへい

屋比久 翔平 26歳

ゆかりの地 日本体育大学

卒業

19年全日本選手権優勝､ 19年世界選手権26位。18年世界選手権13位。
全日本選手権17年優勝
ゆかりの地 日本大学

パラリンピック

高等学校
在学中

陸上競技

/トラック/フィールド/マラソン

19年全日本選手権準優勝。18年全日本選手権シングスル最年少優勝
男子400m 他
すず き

とも き

T54

鈴木 朋樹 27歳
10

卒業

19年世界選手権89kg級5位。17、19年アジア選手権3位。
全日本選手権12、14､ 16 〜 18、20年優勝

や

卓球

はり もと

卒業

17年より女子日本代表。18年世界選手権6位、19年W杯5位。

男子グレコローマンスタイル77kg級

オリンピック

男子シングルス 他

ゆかりの地 日本体育大学

こ

スポーツクライミング
原田 海 22歳

在学中

20年全国高校選手権優勝

オリンピック

かい

卒業

ウエイトリフティング

19年アジア選手権18位。17 〜 19年世界選手権代表。17年アジア選手
権17位。Ｗ杯個人最高20位

はら だ

ゆかりの地 日本体育大学

けん た

オリンピック

井川 寛之 32歳

男子

卒業

19年ワールドカップ4位

射撃

い かわ

ゆかりの地 日本体育大学

とも ひろ

オリンピック

男子スキート個人

卒業

21年アジア選手権４位。20年アジアカップ優勝。19年日本選手権２位

セーリング
とみ ざわ まこと

卒業

ゆかりの地 日本体育大学

にい な

オリンピック

男子RS:X級

ゆかりの地 日本体育大学

だ くら まこと

19年日本選手権３位。19年アジア杯優勝。17年アジア選手権２位
ゆかりの地 日本体育大学

な

男子

ゆかりの地 横浜ジュニア

チーム出身

19年世界選手権1500＆800m8位。18､ 19年大分国際車いすマラソン2位。
19年マラソン世界選手権3位

女子走幅跳 他 T63
と ざわ

とも み

ゆかりの地 日本体育大学

卒業

兎澤 朋美 22歳

19年世界選手権走幅跳3位。100m&走幅跳アジア記録保持者（T63）。
18年日本選手権走幅跳優勝
女子400m T47
つじ

さ

ゆかりの地 日本体育大学

え

大学院
在学中

辻 沙絵 26歳

19年世界選手権400m7位。17年世界選手権400m銅メダル､ 200m6位。
2016リオ大会400m銅メダル

男子400m 自由形 S11 他
とみ た

う ちゅう

ゆかりの地 横浜市在住

富田 宇宙 32歳

19年世界選手権400m自由形&100mバタフライ銀メダル。19年ワール
ドシリーズ400m自由形2勝

混合4x50m 20ポイント フリーリレー
なり た

ま

ゆ

み

ゆかりの地 地元チーム所属

成田 真由美 50歳

96､ 00､ 04､ 08､ 16年のパラ5大会に出場し､ 金メダル15個含む20個
のメダル獲得。19年世界選手権50m背泳ぎ4位

男子 4×100m 34ポイント メドレーリレー ゆかりの地 横浜市練習拠点
やま だ

パラリンピック

馬術

混合個人 他 グレード III
いな ば

しょう

19年世界選手権50&100m自由形予選落ち。18年アジアパラ金4､ 銀1。
04､ 08､ 12､ 16年のパラ4大会出場

ゆかりの地 横浜高校

19年東京馬術大会個人総合優勝。18年世界選手権チームテスト10位､
19年世界ランク17位

卓球

男子シングルス C11
か とう

パラリンピック

こう や

19年スロベニアOP3位。18年世界選手権決勝トーナメント進出。18年
スロベニアOP優勝

ゆかりの地 横浜市職員

だい すけ

パラリンピック

佐藤 大介 37歳

テコンドー

19年アジア選手権３位。08､ 12、17年日本選手権優勝。10､ 14年世界
選手権出場。横浜市職員
（保育士）

男子61kg級 K44
た なか

パラリンピック

かけ はた

みつ や

19年世界選手権75kg級5位。アジア選手権銅メダル

ゆかりの地 横浜美術大学

えい こ

卒業

欠端 瑛子 28歳

ゆかりの地 横浜市在住

田中 光哉 28歳

ゴールボール
女子 B2

ゆかりの地 横浜市出身

加藤 耕也 28歳

5人制サッカー

さ とう

パラリンピック

卒業

稲葉 将 26歳

ＧＫ

たく ろう

山田 拓朗 30歳

パラリンピック

車いすバスケットボール

18年アジアパラ金メダル。2016年リオ大会5位。2012年ロンドン大会
金メダル。父は元プロ野球選手の欠端光則氏（横浜）
男子

ふる さわ

パラリンピック

ゆかりの地 桐蔭横浜大学

たく や

卒業

古澤 拓也 25歳

射撃

19年アジアオセアニア選手権4位。18年アジアパラ2位。18年世界選手
権9位

混合R5 他 10m エアライフル 伏射 SH2 ゆかりの地 森村学園初等部、
みず た
み か
中等部卒業

男子

19､ 20年全日本選手権優勝。19年世界選手権24位

19年アジアオセアニア選手権4位。18年アジアパラ2位。18年世界選手
権9位

水田 光夏 23歳

こう た

窪田 幸太 21歳

ゆかりの地 日本体育大学

17年U-23世界選手権4位。18年アジアパラ2位
ゆかりの地 日本体育大学

在学中

男子

たか まつ

よし のぶ

男子50m バタフライ S5

女子

ゆかりの地 横浜市出身

日向 楓 15歳

21年ジャパンパラ50mバタフライ優勝。19年ジャパンパラ4冠､ 同日
本選手権3冠
せり ざわ

み

き

か

ふじ い

もえ み

ゆかりの地 横浜市在住

木下 萌実 22歳

ゆかりの地 横浜市などを拠

点として活動す
るチームに所属

19年ジャパンパラ100mバタフライ優勝。18年アジアパラ100mバタフ
ライ8位。18年日本知的障がい者選手権3冠

ゆかりの地 横浜市出身

いく み

藤井 郁美 38歳

パラリンピック

車いすラグビー

19年世界選手権100m平泳ぎ7位。同年知的障害者日本選手権同種目優
勝。18年アジアパラ100m平泳ぎ銅メダル
きの した

在学中

19年アジアオセアニア選手権3位。18年アジアパラ2位。08年北京大会
4位

芹澤 美希香 20歳

女子100m バタフライ S14

ゆかりの地 日本体育大学

高松 義伸 21歳

17年U-23世界選手権4位。18年日本代表

女子100m 平泳ぎ SB14

在学中

赤石 竜我 20歳

19年日本選手権100m背泳ぎ&100m自由形優勝。18年アジアパラ100m
背泳ぎ銀､ 4×100mリレー金
ひ なた かえで

（2017〜19年）

鳥海 連志 22歳

あか いし りゅう が

水泳

くぼ た

ゆかりの地 日本体育大学

れん し

男子

パラリンピック

男子100m 背泳ぎ S8

ちょう かい

混合

わか やま

ひで ふみ

若山 英史 36歳

ゆかりの地 地元チーム所属

（2008〜19年）

19年ワールドチャレンジ3位。18年世界選手権金メダル。17年アジア
オセアニア選手権2位。16年リオ大会銅メダル
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国際都市 横浜として未来へつなぐ

ホストタウン・事前キャンプ
横浜市では、東京2020オリンピック・パラリンピックの開催に向け、
9か国のホストタウンとして各国とさまざまな交流を行ってきました。
事前キャンプ受け入れの取り組みと共にご紹介します。

さまざまな場面で交流を深める

ホストタウン

英国

United Kingdom of
Great Britain and
Northern Ireland

ブルガリア
Republic of Bulgaria

ホストタウンとは、東京2020オリンピック・パ
ラリンピックに参加する国と、スポーツや文化、
経済面での交流を通じて、地域の活性化を図る地
方自治体を登録する国の制度。
横浜市は、全国最多となる9か国（令和3年6月現

モロッコ

Kingdom of Morocco

在）のホストタウンになっている。
横浜市のホストタウン情報はこちら!

チュニジア

東京2020大会横浜市ウェブサイト
ホストタウンページ

Republic of Tunisia

イスラエル
アルジェリア

People's Democratic Republic of Algeria

ホストタウン交流

ベナン

Republic of Benin

これまで英国トライアスロン・パラトライアス
ロンチームと小学生との交流会を行ったほか、イ
スラエルの世界的ダンスアーティストと市民との
交流、ボツワナの小学生と都筑区の小学生による

コートジボワール
Republic of Cote d'Ivoire

絵画の交換をはじめとするアフリカ各国と市内小
中学校との交流、在日ブルガリア人講師によるブ
ルガリア料理教室の開催などを通じた交流を行っ

ボツワナ

てきた。

Republic of Botswana

新型コロナウイルスの感染拡大により直接的な
交流が困難となった大会延期後も、オンラインを
活用したセミナーや交流会の開催を続けている。
ボツワナソフトボールチーム
と小学生との交流

英国トライアスロン・パラトライアスロンチームと小学生との交流
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State of Israel

※掲載している地図は各国の概ねの位置を示すことを目的としてい
るため、国境線や地形等については簡略している部分があります。

英国
地域
首都
人口
面積
応援

グレートブリテン及び
北アイルランド連合王国

イスラエル国
地域
首都
人口
面積
応援

欧州
ロンドン
6,680万人（2019年）
24.3万㎢（日本の約2/3）
ゴー ジービー、 GO GB

横浜市は2017年に英国オリンピック委員会と事前
キャンプの契約を締結し、2018年に英国パラリン
ピック委員会と覚書を締結。東京2020大会の事
前キャンプ受入れに向けた調整・交流を進めてい
る。コロナ禍にあっても、横浜からビデオメッセ
ージを送るなど、積極的な交流を続けている。

（注1）日本を含め国際社会の大多数には認められていない。
（注2）イスラエルが併合した東エルサレム及びゴラン高原を含むが、
日本を含め国際社会の大多数には認められていない。

地域
首都
人口
面積
応援

アフリカ
ポルトノボ
1,149万人（2018年、世銀）
11.3万㎢（日本の約1/3）
ミ ド ガン ミ ド ガン ミ ド ガン、

Mi Do Gan Mi Do Gan Mi Do Gan

地域
首都
人口
面積
応援

欧州
ソフィア
698万人（2019年、世銀）
11.1万㎢（日本の約1/3）
ブルガリ ユナツィ、 Bulgari Yunatsi

2008年に保土ケ谷区とソフィア市との間でパー
トナー都市協定を締結。バラの女王の訪問、記
念植樹、民族音楽グループの公演、絵画展、料
理教室・刺繍体験教室などの交流を進めている。

アフリカ
ハボロネ
230万人（2019年、世銀）
56.7万㎢（日本の約1.5倍）
イ ヨー オー オー オー オー イヤ オオー、

I Yoo O O O O Iya Oo

地域
首都
人口
面積
応援

アフリカ
ヤムスクロ
2,572万人（2019年、世銀）
32.2万㎢（日本の約9/10）
アレ レ ゼレフォン、

Allez Les Éléphants

横浜市とコートジボワールアビジャン自治区は、
2017年交流協力共同声明を発表し、都市課題の
解決や若い世代の交流、女性の活躍分野で連携
していくことで合意し、交流を進めている。

アルジェリア
民主人民共和国

モロッコ王国
地域
首都
人口
面積
応援

Tunis Ya Daola Ooo La La

コートジボワール
共和国

都筑区とボツワナは児童が絵画を交換しあう
「都筑・ボツワナ交流児童画展」を2014年から行
っている。2016年には同区とボツワナ大使館と
の間で交流促進に関する共同発表を行った。

ブルガリア共和国

アフリカ
チュニス
1,169万人（2019年、世銀）
16.4万㎢（日本の約2/5）
トゥニス ヤ ダオラ オー ララ、

アフリカ開発会議横浜開催を契機に、小学校で
の剣道ナショナルチームとの交流、チュニジア
の特産品の試食や紹介をする物産展やコンサー
トの開催など交流を進めている。また、2022年
に同国で第8回アフリカ開発会議が開催される。

ボツワナ共和国

アフリカ開発会議横浜開催や2013年にコトヌー
市との間で行った交流協力共同声明を契機に、
市内小学生のベナンへの理解促進や港湾の技術
協力などの分野で交流を進めている。

地域
首都
人口
面積
応援

中東
エルサレム（注1）
（2020年7月、
イスラエル中央統計局）
923万人
（注2）
2.2万㎢（四国程度）
エル エル イスラエル、 El El Israel

2012年、横浜市がテルアビブ・ヤッフォ市と「交
流協力共同声明」を行って以来、記念植樹やダ
ンス、音楽分野での交流を進めている。

ベナン共和国
地域
首都
人口
面積
応援

チュニジア共和国

アフリカ
ラバト
3,603万人（2018年、世銀）
44.6万㎢（日本の約1.2倍、西サハラ除く）
アレ マロック ヤッラ アル マグリブ、

Allez Maroc Yallah Al-Maghrib

アフリカ開発会議横浜開催を契機に、市内小中
学生のモロッコへの理解促進、モロッコ文化・
経済の紹介などの交流を進めている。

地域 アフリカ 首都 アルジェ
人口 4,220万人
（2018年1月、アルジェリア国家統計局）
面積 238万㎢（内、砂漠地帯約200万㎢）
（アフリカ第１位）
応援 アレ レ ヴェル、 Allez Les Verts
アフリカ開発会議横浜開催を契機に、市内小学
生のアルジェリアへの理解促進や国際イベント
などを通じた交流を進めている。

※国名、地域、首都、人口、面積については、外務省のHPを参照しています。

海外選手に
最高のパフォーマンスを!

事前キャンプ

事前キャンプとは、時差や気候に順応してコンディションを
調整するためのトレーニングキャンプのこと。大会本番で最高

2019年のプレ事前キャンプでの
小学生との交流

のパフォーマンスを発揮できるよう、各国の代表選手が集中力
を高めていく大切な期間だ。横浜市では、英国、ボツワナ共和国、
チュニジア共和国の代表チームの事前キャンプが実施される。

英国水泳チームが事前キャンプ
を行う横浜国際プール

英国事前
キャンプ応援サイト

事前キャンプ情報
英国
オリンピック代表チーム

英国情報はこちら!

2021年7月

パラリンピック代表チーム
2021年8月
ボツワナ共和国、 チュニジア共和国
オリンピック代表チーム
2021年7月

横浜国際プール（都筑区）、 慶應義塾大学日吉キャンパス
（港北区）
慶應義塾大学日吉キャンパス
（港北区）
日本体育大学横浜・健志台キャンパス
（青葉区）、 武相中学・高等学校（港北区）

その他の国はこちら!

東京2020大会
横浜市ウェブサイト
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東京 2020オリンピック TOPICS
日本人の情熱がオリンピックを進化させ、世界に影響を与えた1964年東京大会。
東京2020大会は史上最もイノベーティブで、世界にポジティブな改革をもたらすことを宣言している。
その先進的な取り組みの中から、知っておきたい10の事柄をピックアップ！

東京から世界へ発信
「共生」のメッセージ

01
TOPIC

57年ぶりに東京で開催するオリンピック。

同一都市でパラリンピックも複数回行われ
るのは史上初となる。新型コロナウイルス
感染拡大の影響による1年の延期を経て、
世界が注目する中、今大会が掲げるのは「ス
ポーツには世界と未来を変える力がある」
というビジョンだ。国籍を超え活躍するア
スリートとそれを応援する世界の人々が共
振し、誰もが安心して生きられる社会の実
現へ向け、東京が新しいメッセージを放つ。
写真：高嶋一成

写真：東阪航空サービス／アフロ
写真：宮川朋久

02
TOPIC

一番上の「風の大庇
（おおびさし）
」
は、
スタジアム内に風を効率よく取り込
むため、季節ごとの風向特性に合わ
せて、構成する格子を最適な位置と
間隔で設置している

全国の木材も活用
和をまとうスタジアム
しゅん こ う

2019年11月に竣工したオリンピックスタジアム

（国立競技場）
は、国産木材を豊富に使用した
「和」
のセンスあふれるスタジアム。最大の特徴である
の き びさし

外周の軒庇は、日本全国の力を結集する意味を込
2011年に始まった招致活動は、スポーツの力が東日本大震災の被災地
に夢と希望をもたらすことを訴えた。東京2020大会は、被災した人々
へ大きな感動を届けると共に、支援してくれた世界中の人たちに、改
めて感謝を伝える機会ともなるはずだ

めて、47都道府県から木材を取り寄せた。斜度の
異なる3層のスタンドは選手と観客との一体感を
生み、自然の風で温熱環境を改善させる設計。さ
らには周辺の自然に溶け込むデザインなど、日本
の伝統的な木造建築のイメージを現代に生かした
工夫が随所に施されている。
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※本ページは、KADOKAWA刊
「東京2020オリンピック公式ガイドブック」
より内容を抜粋・再編集したものです

「都市鉱山」が生んだ
リサイクルメダル
金・銀・銅メダルは、使用済みの携帯電話な

どの小型家電から得たリサイクル金属を原材
料に、約5,000個全てが製作された（パラリン
ピック含む）。約2年にわたり、全国の自治体
などから回収された小型家電は総量約78,985t、
携帯電話は約621万台と膨大。その後、分解・
選別処理と精錬を行い金・銀・銅を抽出した後、
メダルを製造した。最終的な金属確保量は金
32㎏、銀3,500㎏、銅2,200㎏にも及んだ。史

03

上初の試みである、この「都

TOPIC

市鉱山」から生まれたメダ
ルは、限られた資源の有効
活用が最重要と考える「環
境に優しい持続可能な社会」
のシンボルでもある。

Photo by Tokyo 2020

COLUMN
貴重な資源を有効活用
メダル製造のプロセス
金メダルは、銀製メダルの表面
に金メッキを施している。表面
に6g以上の金を付着させるのは
至難の業で、光沢が出る装飾用
金メッキ液に2時間以上浸す必
要がある。銀・銅メダルは、よ
り立体的で豊かな陰影を表現す
るため、硫化着色液に浸して黒
く色付けした後、一つ一つ手作
業で磨いていく。

04
TOPIC

●

スケートボード

街中を滑るようなコース
の
「ストリート」
、複雑な
形のコース「パーク」の2
種目で技を競う

写真：松尾/アフロ

1.回収された小型家電

2.手作業で分解・選別

3.金・銀・銅を抽出

Photo by Tokyo 2020

Photo by Tokyo 2020

提供：田中貴金属工業㈱

6.メダルの完成

5.金メダルの製造

4.銀・銅メダルの製造

Photo by Tokyo 2020

Photo by Tokyo 2020

Photo by Tokyo 2020
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都市型スポーツ新採用
５競技18種目追加
今大会で実施されるのは過去最多の33競技。

参加選手の数は総勢11,090人に上る予定だ。野
球・ソフトボールが3大会ぶりに復活し、琉球王
国時代の沖縄が発祥の空手の他、若者に人気の
サーフィンや都市型スポーツのスケートボード、
スポーツクライミングの4競技が初開催。計5競
技18種目が追加される。

写真：森田直樹/アフロ

特に都市型スポーツは、若年層へスポーツ観
戦の魅力を広めようとするIOCの肝いりで実現
した。これらは街中の狭い空間で練習や試合が
できる利点も追い風に、オリンピックの正式種
目となってから、世界中で競技人口が増えている。
スリーエックススリー

さらに、3x3 バスケットボールや自転車競技の
BMXフリースタイルなど、既存の競技で新たな
追加種目もある他、柔道や卓球、トライアスロ
ン、競泳、陸上競技、アーチェリー、射撃で男
●

●

写真：アフロ

サーフィン

長さ6フィート前後
のショートボードに
乗り、自然の海を相
手にライディングテ
クニックを競う
●

スポーツクライミング

「ボルダリング」「リー
ド」
「スピード」の3種目
で各順位を掛け算し、
最小値の選手が勝利

女混合の種目がそれぞれ追加されている。
東京2020オリンピック追加競技リスト
競技

種目

野球・
ソフトボール

野球
（男子）

1

ソフトボール
（女子）

1

形
（男子／女子）

2

（男子／女子）
組手3階級

6

ストリート
（男子／女子）

2

パーク
（男子／女子）

2

スポーツ
クライミング

複合
（男子／女子）

2

サーフィン

男子／女子

空手
スケートボード

空手

仮想の敵に対し演武
をする「形」と、選手
同士が1対1で対戦す
る「組手」がある

写真：松尾/アフロ

種目数

2
計5競技18種目
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見るほどに驚きが増す
エンブレムデザイン

COLUMN
東京から始まったスポーツピクトグラム
1964年東京大会で初採用されたスポーツ
ピクトグラムは、世界中の人々が言語を
介さず誰でも理解できるように、情報伝
達という点を重視して作られた。東京20
20大会のスポーツピクトグラムは、先人
の考え方を継承するだけでなく、さらに
発展させ、躍動するアスリートの動きを
魅力的に見せるコンセプトで開発された。

過去、日本では多くの国際大会

が開催され、そのたびに〝日本ら

エンブレム

しさ〟を表現した多彩なデザイン
が考案された。そして今大会を象
徴するエンブレムは「組市松紋」だ。

1964年

世界中で愛され、日本では江戸時

2020年

代に「市松模様」として広まったチ
ェッカーデザインを、日本の伝統
色・藍色で粋に描いたもの。国や
文化・思想などの違いを示す3種類

陸上競技

陸上競技

の四角形、計45枚を幾何学的に組
み合わせて形作られたエンブレム

大会に花を添えるコアグラフィックス

は、違いを超えてつながり合う多

競技会場や都市装飾などに使用される色彩のデ
ザインで、日本らしさを世界の人々に印象付け
るために、日本の伝統色を基本に藍、紅、桜、藤、
松葉の5色で広く展
開。日本の美や美意
識を象徴するデザイ
ンで東京2020大会を
彩っている

様性と調和のメッセージなのだ。
なお、パラリンピックのエンブレ
ムも違いはその配置だけ。同じ色、
同じ数、同じ形の四角形のピース
で構成されている。
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桜をモチーフにした
聖火リレートーチ

全長710㎜・本体重量1.2㎏の聖火リレートーチは、日本

人になじみ深い桜がモチーフ。真上から見ると5枚の花び
らから生まれた炎が、中央で一つにまとまる設計だ。火力の
強い青い炎と火のない燃焼
（触媒燃焼）
が聖火の大きな炎を
支える。新幹線の製造などで培った
「アルミ押出成形」の技
術を用いた輝くトーチ表面には、継ぎ目も一切ない。東日
本大震災のアルミ廃材も一部
再利用することで、復興に向
けて進む被災地の今を伝える。

©Tokyo 2020

史上初! マスコットは
小学生の投票で決定
オリンピックを盛り上げる存在として欠かせないのがマス
コット。大会史上初の試みとして、全国の小学生、海外の日
本人学校の児童によるクラス単位の投票で最終選定が行われ
た。その数なんと205,755クラス！ 最終候補3案の中から決
まったのがミライトワだ。名前に込められたのは、素晴らし
と

わ

い未来を永遠に、という願い。そして小学生を対象に募集さ
れたエスコートキッズでは、約3,000人が選手入場時に登場
する予定。フェアプレーの精神を共に誓う大役を担っている。

16

©Tokyo 2020

色は桜ゴールド。その炎は風速17m
の風や、かなり強い雨でも消えない
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※本ページは、KADOKAWA刊
「東京2020オリンピック公式ガイドブック」
より内容を抜粋・再編集したものです

©Tokyo 2020
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新型ロボットや技術力が開花
ジャパンイノベーションに注目

今大会の最もイノベーティブな取り組みの一つとして、
「東京2020ロボ

ットプロジェクト」が競技運営をサポート。物品の運搬や観客席への誘導、
遠隔地との交流など、展示だけでなく、実際にロボットが人々の役に立
つ姿を発信する予定だ。他にも新たな再生可能エネルギー・水素に関わ
る社会インフラやモビリティソリューション、5Gの超高速通信による

●

視聴も体験可能と見込まれ、日本の技術力をアピールすると同時に、
2021年以降を見据えた普及のための経験値を蓄積する狙いもある。

臨場感LIVEビューイング
プラネタリウムのドームスク
リーンなどに投影される競技
映像により、臨場感ある観戦
体験ができるイベントを全国
で開催予定。会場など詳細は
下記URLをチェック！https://
tokyo2020.org/ja/events/

最新テクノロジーが
大会をサポート

Photo by Tokyo 2020

©Tokyo 2020

東京2020ロボットプロジェクト

顔認証システム
大会史上初めて全ての関係
者の入場に顔認証システム
を導入。世界一の精度を誇
り、その高い処理能力によ
って本人確認を瞬時に行う。
確実な本人確認を実現して、
大会の安全・安心を支える
Photo by Tokyo 2020

マスコットロボット

遠隔操作で大会を楽し
める、多彩な動作と表
情が豊かなロボット。
東京2020組織委員会と
トヨタ自動車の共同開発

●

ATOUN MODEL Y

Human Support Robot（HSR）／
（生活支援ロボット）
Delivery Support Robot（DSR）
●

全方位へスム
ーズに移動し、
車いす観戦席
への誘導やド
リンクなどの
物品運搬をサ
ポートする

（パワーアシストスーツ）

パラパワーリフティングの
機材や重量物の持ち運びな
ど、パラリンピック大会期
間中の運営スタッフの〝腰〟
を守り、作業負担を軽減し
てくれる
提供：パナソニック

©トヨタ自動車
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誰もが安心して生きられる
共生社会を目指して
人種や性差別、民族紛争…世界全体が揺れる

今、スポーツと社会との関わりも問われている。
国や文化、思想、世代、性などの違いはあって

TOPIC

も同じ
〝人〟
。違いを理解し、尊重し合う。それだけで世界平和に貢献

できる。今大会は「一人ひとりが互いを認め合い（多様性と調和）」
「ち
がいを知り、ちがいを示す。
」
というビジョンやアクションワードを掲
げ、ダイバーシティ＆インクルージョン
（D&I）
を重視。誰もが安心して
生きられる共生社会を目指している。
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交流を通じて学ぶ
異文化と多様性

©埼玉県富士見市

出場する国・地域と全国の地方自治体がスポーツ、

文化、経済などのさまざまな分野で交流する「ホスト
タウン」。異文化交流を通じ、地域の魅力を世界に

発信する大会史上初の取り組みで、大会後も末永い交流を目指してい

る。一方、状況次第だが、各国の大使館が自国のPRなどを目的とした
「パートナーハウス」を期間限定で出展する可能性もある。諸外国との交

ホストタウンを契機に、諸外国との文化交流も多数行われている
（セ

流は相互理解、人材育成、共生社会実現への大きな契機となるだろう。 ルビア出身の富士見市会計年度任用職員による文化授業の様子）
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東京 2020 パラリンピックTOPICS
アジアで初のパラリンピック開催となった1964年東京大会から57年。
東京2020大会は史上最もイノベーティブで、 世界にポジティブな改革をもたらすことを宣言している。
多くの先進的な取り組みを含む7個のトピックスを取り上げよう！
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史上初! 2度目の
「同一都市」で開催

1964年10月に東京で開催されたオリンピ

ック。その翌月にパラリンピックは開催さ

クラス分けによる
公平な戦いで
勝負に挑む

障がいのあるアスリートたちによるスポーツの祭典がパラ

れた。2部制で行われ、1部は車いすの選手

リンピック。ただ、
「障がい」
といっても、切断・機能障がいの

が参加する国際大会で「パラリンピック」
と

他、視覚障がいや脳性まひ、知的障がいなど、その種類や部

いう愛称が付けられることとなった。1968

位、程度は一人一人異なる。そこで試合に公平を期すためク

年から1984年まではオリンピックと異なる

ラス分けがある。クラス分けはパラリンピック・ムーブメン

都市でパラリンピックが行われたが、2度

トの基礎であり、2つの重要な役割を担っている。一つはパ

目のオリンピックとパラリンピックが開催

ラアスリートが各スポーツで競技する資格があるかを決定す

される都市は、東京が史上初となる。東京

る役割。もう一つは障がいによる影響を最小化して、競技力

2020大会は、そんな歴史に残るメモリアル

によって選手やチームの勝利が決定するような競技クラスに

な大会でもあるのだ。

アスリートをグループ分けするという役割だ。

1988年ソウル大会の前は
オリンピックとパラリン
ピックは同じ年に開催さ
れていたものの、開催さ
れる都市が異なるケース
が大半だったのだ

COLUMN
障がい
四肢欠損
機能障がい
筋力低下
など
重度のまひ
機能障がい
など

写真：AFP/アフロ

クラス

程度

C1

重

種目

C4
C5

軽

T1

重

T2

軽

競技種類

ロード

TT/P
S

R/TT

C

障がいのクラス

R/TT

2

障がいの程度

C2
C3

TT

トラック

※一部を抜粋

写真：松岡健三郎/アフロ

クラス分けを理解して、 試合観戦をもっと楽しく

03
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自転車競技を例にすると、TTはタイムトライアル、トラックのPは
パーシュート、Sはチームスプリントを表している。また、ロード
はRがロードレースで、TTがタイムトライアルを表すといったルー
ルがある。その他、障がいの程度は0 ～ 9の数字で表記され、数字
が小さいほど障がいが重いことを意味している。

東京2020大会で
2競技がデビュー

東京2020大会では、新たに2つの競技が正式に採用される。

それがバドミントンとテコンドーだ。パラリンピックのバ

●

バドミントン

ドミントンは1990年代から国際大会が行われ、インドネシ
アやマレーシアなどのアジアとヨーロッパを中心に人気が
高い競技。一方、パラリンピックのテコンドーは2009年に
初めて世界選手権が開催された新しい競技で、技が決まる
と得点表示がどんどん上がっていくため、競技自体やルー
ルをよく知らない人でも試合が楽しめる魅力を持つ。
写真：長田洋平/アフロスポーツ
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※本ページは、KADOKAWA刊
「東京2020パラリンピック公式ガイドブック」
より内容を抜粋・再編集したものです

●

テコンドー

写真：YUTAKA/アフロスポーツ

パラリンピックのシンボル
「スリーアギトス」

2004年アテネ大会閉会式で提示された現在のパラリンピッ

クシンボルは、世界の国旗で最も多く使用されている青・赤・
緑の3色による曲線で構成されている。
また、
このマークは「ス

©Tokyo 2020

触って分かる工夫を施した
パラリンピックメダル

リーアギトス」
と呼ばれており、
「アギト」
はラテン語で「私は
動く」
という意味を持つ。曲線はそんな＂動き＂の象徴であり、
困難があっても諦めずに、限界に挑戦し続けるパラリンピッ
クアスリートたちの強い意志が込められている。

メダルデザインのモチーフになっているのは扇。表面に
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は「Tokyo 2020」を表す点字が刻印されていると共に、メダ
ルの側面に、金、銀、銅を表す円形のくぼみが、それぞれ
１つ、２つ、３つ施されているのが特徴だ。このくぼみは、
大会史上初のデザインである。また、メダルの裏面には扇
のデザインに加え、自然の風景の質感を凹凸を通じて感じ
られる工夫が取り入れられてい
る。その他、リボンにはシリコ
ンプリントによる金、銀、銅の
凸加工があるなど、視覚障がい
のある選手でも触って分かるよ
うな工夫が施されている。
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日本の伝統のかたち
桜紋 × 匠の技
聖火リレートーチ
東京2020大会のパラリンピック聖火リ

レートーチは、日本の伝統的な意匠であ
る「桜紋」をモチーフに製作された。扱い
やすいよう徹底的な軽量化が行われてい
る他、握りの部分には触って分かるマーク
があり、視覚が不自由な人はもちろんのこ
と、トーチを手にする誰もが正しい握り位
置とトーチの正面が分かる工夫が施されて
いる。さらに復興への思いと持続可能性への
配慮から、素材の一部に東日本大震災の復興
仮設住宅の廃材を再利用している。
©Tokyo 2020

小学生による
投票で選ばれた
公式マスコット「ソメイティ」
©Tokyo 2020

東京2020パラリンピック公式マスコットの「ソメイティ」

は、桜の触角と超能力を持つクールなキャラクター。普段
は物静かだが、いざとなると誰よりもパワフルで、超人的
パワーを発揮するパラリンピックアスリートを体現する存
在なのだ。そんなソメイティは、小学生による投票で選ば
れている。これは過去大会にはなかった史上初の試みであ
る。マスコットの決定に自分たちも参加したという経験は、
子どもたちの記憶に深く刻まれたはずだ。

上部から見た聖火リレ
ートーチの燃焼部の様
子。桜の花びら一枚一
枚から生まれた炎が、
トーチの中央部分で重
なり、一つとなること
で、輝きが増すよう設
計されている
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自宅からも
アツい応援を届けよう!
SNSで

メッセージを送ろう！
神奈川県と横浜市では、SNS上
でハッシュタグキャンペーンを
展開中。メッセージボードに応
援メッセージを書いて、その様
子をTwitterやInstagramに
投稿してみませんか。
「#神
奈川からエール」を付けて

メッセージで応援!

一緒に応援しましょう。

東京2020大会の横浜市特設HP「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」から、
メッセージボードのデータをダウンロード。A3
サイズでカラー出力して、応援メッセージを書い
て頑張る選手に自宅からエールを送りましょう。

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

特設HP

https://tokyo2020.city.yokohama.lg.jp/
@tokyo2020_ykhm
横浜市東京2020情報/市民局
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