
東京２０２０オリンピック競技大会の 

新種目等の会場について 
 

 

  

 平成 29 年 12 月 6 日にローザンヌ（スイス）で開催されたⅠＯＣ

理事会において、新種目等（3競技 8種目）の競技会場が了承された。 

 

 

 

【ＩＯＣ理事会で了承された競技会場】 

競 技 種 目 種目数 会場 

バスケットボール ３×３（男女） 2 青海アーバンスポーツ会場

自転車競技 ＢＭＸフリースタイル（男女） 2 

有明ＢＭＸコース 

スケートボード※ 

ストリート（男女） 2 

パーク（男女） 2 

※ 平成 28 年 12 月 7 日にＩＯＣ理事会で承認を受けた青海アーバンスポーツ会場からの変更 
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 東京２０２０オリンピック競技会場⼀覧  
 

競技名 
競技会場 

会場変更 
立候補ファイル時        平成 29 年 12 月 26 日時点       

水泳 
飛込、競泳、シンクロナイズドスイミング オリンピックアクアティクスセンター 新設 オリンピックアクアティクスセンター 新設  
水球 ウォーターポロアリーナ 仮設 東京辰巳国際水泳場 既存 有 
マラソンスイミング お台場海浜公園 仮設 お台場海浜公園 仮設  

アーチェリー 夢の島公園 新設 アーチェリー会場（夢の島公園） 新設  
陸上競技 オリンピックスタジアム 計画 新国立競技場（オリンピックスタジアム） 計画  
バドミントン  夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ 新設 武蔵野の森総合スポーツプラザ 計画 有 

野球・ソフトボール ― ― 
横浜スタジアム 既存 ― 
福島あづま球場 既存 ― 

バスケットボール 
３×３ ― ― 青海アーバンスポーツ会場 仮設  
バスケットボール 夢の島ユース・プラザ・アリーナＢ 新設 さいたまスーパーアリーナ 既存 有 

ボクシング 国技館 既存 国技館 既存  

カヌー 
スラローム 葛西臨海公園 新設 カヌー・スラローム会場 新設 有 
スプリント 海の森水上競技場 新設 海の森水上競技場 新設  

自転車競技 

ＢＭＸフリースタイル、ＢＭＸレーシング 有明ＢＭＸコース 仮設 有明ＢＭＸコース 仮設  
マウンテンバイク 海の森マウンテンバイクコース 仮設 伊豆マウンテンバイクコース 既存 有 

ロード 
スタート 皇居外苑 仮設 

皇居外苑 仮設 
 

ゴール 武蔵野の森公園 仮設 有 
トラック 有明ベロドローム 仮設 伊豆ベロドローム 既存 有 

馬術 
馬場馬術、総合馬術（クロスカントリーを除く）、障害馬術 夢の島競技場 既存 馬事公苑 既存 有 
総合馬術（クロスカントリー） 海の森クロスカントリーコース 仮設 海の森クロスカントリーコース 仮設  

フェンシング 東京ビッグサイト・ホールＢ 既存 幕張メッセＢホール 既存 有 

サッカー 

オリンピックスタジアム 計画 

調整中 

東京スタジアム 既存 
札幌ドーム 既存 
宮城スタジアム 既存 
埼玉スタジアム２００２ 既存 
横浜国際総合競技場 既存 

ゴルフ 霞ヶ関カンツリー倶楽部 既存 霞ヶ関カンツリー倶楽部 既存  
体操 有明体操競技場 仮設 有明体操競技場 仮設  
ハンドボール 国立代々木競技場 既存 国立代々木競技場 既存
ホッケー 大井ホッケー競技場 新設 大井ホッケー競技場 新設 
柔道 日本武道館 既存 日本武道館 既存
空手 ― ― 日本武道館 既存 ―

近代五種 
（フェンシング） 武蔵野の森総合スポーツ施設 計画 武蔵野の森総合スポーツプラザ 計画
（フェンシング、水泳、馬術、ランニング、射撃）※１ 東京スタジアム 既存 東京スタジアム 既存

ボート 海の森水上競技場 新設 海の森水上競技場 新設 
ラグビー オリンピックスタジアム 計画 東京スタジアム 既存 有 
セーリング 若洲オリンピックマリーナ 新設 江の島ヨットハーバー 既存 有 
射撃 陸上自衛隊朝霞訓練場 仮設 陸上自衛隊朝霞訓練場 仮設
スケートボード ― ― 有明ＢＭＸコース 仮設 ―
スポーツクライミング ― ― 青海アーバンスポーツ会場 仮設 ―
サーフィン ― ― 釣ヶ崎海岸サーフィン会場 仮設 ―
卓球 東京体育館 既存 東京体育館 既存
テコンドー 東京ビッグサイト・ホールＢ 既存 幕張メッセＡホール 既存 有 
テニス 有明テニスの森 既存 有明テニスの森 既存
トライアスロン お台場海浜公園 仮設 お台場海浜公園 仮設  

バレーボール 
ビーチバレーボール 潮風公園 仮設 潮風公園 仮設
バレーボール 有明アリーナ 新設 有明アリーナ 新設 

ウエイトリフティング 東京国際フォーラム 既存 東京国際フォーラム 既存
レスリング 東京ビッグサイト・ホールＡ 既存 幕張メッセＡホール 既存 有 

既存：既存の競技会場（恒久工事の必要な競技会場を含む。）  計画：大会開催に関わらず整備が計画されていた競技会場 
新設：大会開催のために新設する競技会場           仮設：仮設の競技会場 

平成 29 年 12 月 26 日現在 

※１ 近代五種のフェンシングの一部については、東京スタジアムで実施されることとなった。
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