
3  国立代々木競技場
 ■ハンドボール　
 ▲バドミントン／ウィルチェアーラグビー

東京1964大会時に水泳とバスケットボールの競技会場と
して使用するため、整備された施設です。高張力による吊
り屋根に特徴がある建物で、現在でもオリンピックレガ
シーとして世界的に高い評価を受けています。

14  大井ホッケー競技場
 ■ホッケー

大井ふ頭中央海浜公園に整備される施設です。大会後は、
ホッケーをはじめ様々なスポーツを楽しめる多目的球技場
としていきます。

8  有明体操競技場
 ■体操　
 ▲ボッチャ

有明北地区に仮設で整備される会場です。大会時には、
約12,000人の客席数を有する競技場が建設される予定
です。

5  東京国際フォーラム
 ■ウエイトリフティング　
 ▲パラパワーリフティング

巨大な舟形のアトリウム空間を持つガラス棟がシンボリッ
クな建物です。総合的な文化情報発信拠点として、大小8
つのホールなどを備えています。

17  カヌー・スラローム会場
 ■カヌー（スラローム）

葛西臨海公園の隣接地に新しく整備される国内初の人工
コースの施設です。大会後は、様々な水上スポーツ・レ
ジャーを楽しむ施設としていきます。

11  お台場海浜公園
 ■水泳（マラソンスイミング）／トライアスロン
 ▲トライアスロン

海や緑の自然と、レインボーブリッジなどの未来的景観が
融合した観光スポットである台場地区にある公園です。大
会時には、仮設で競技会場が整備されます。

2  東京体育館
 ■卓球　
 ▲卓球

東京1964大会時に、メインアリーナで体操競技、屋内
プールで水球が開催されました。1964年のオリンピック
レガシーを有する施設の1つです。

13  青海アーバンスポーツ会場
 ■スケートボード／スポーツクライミング
 ▲5人制サッカー

選手村からも近い青海エリアの敷地に、仮設で整備され
る会場です。東京2020大会のオリンピック追加競技が2
つ行われます。

7  有明アリーナ
 ■バレーボール（バレーボール）　
 ▲車いすバスケットボール

有明北地区に新しく整備されるアリーナです。大会後は、
15,000席の規模を活かし、東京の新たなスポーツ・文化
発信拠点としていきます。

16  海の森水上競技場
 ■カヌー（スプリント）／ボート　
 ▲カヌー／ボート

都心に近い東京の臨海部に新しく整備される施設です。
大会後は、アジアの水上競技の中心となる国際水準の競
技場としていきます。

10  有明テニスの森
 ■テニス　
 ▲車いすテニス

このエリアは、日本のテニスの聖地と言われています。緑
に囲まれた敷地に屋外 48面のテニスコートと「有明コロ
シアム」を備えています。

4  日本武道館
 ■柔道／空手
 ▲柔道

柔道をはじめとする日本の武道の聖地です。東京1964大
会では、柔道がオリンピック競技として初めて実施され、
この施設で開催されました。

15  海の森クロスカントリーコース
 ■馬術（総合馬術［クロスカントリー］）

東京湾のすばらしい眺めとドラマチックな都市景観を一度
に楽しむことができる埋立地です。大会時には、馬術のク
ロスカントリーコースが仮設で整備されます。

9  有明BMXコース
 ■自転車競技（BMXレーシング）

選手村からも近いウォーターフロントエリアの有明北地区
に仮設でコースが整備されます。約5,000席の観客席が
設けられる予定です。 

6  国技館
 ■ボクシング

日本の国技である相撲の聖地です。館内がすり鉢状になっ
ており、観客は四方から中央で行われる競技を観戦するこ
とができます。

18  アーチェリー会場（夢の島公園）
 ■アーチェリー　
 ▲アーチェリー

夢の島公園内にアーチェリー会場を整備します。大会後
は、アーチェリーを中心に、多様な活用の機会を提供する
施設としていきます。

12  潮風公園
 ■バレーボール（ビーチバレーボール）

ウォーターフロントの象徴であるレインボーブリッジを背
景に、東京湾の美しい景色を眺めることができる公園で
す。大会時には仮設で競技会場が整備されます。

1  新国立競技場
 （オリンピックスタジアム）
 ■開会式・閉会式／陸上競技／サッカー
 ▲開会式・閉会式／パラ陸上競技

東京1964大会のオリンピックスタジアム
であった国立競技場が、2020年までに新
しい競技場に生まれ変わります。東京
2020大会では、開・閉会式のほか、陸上
競技やサッカーが行われます。大会後は
各種スポーツ・文化関連イベントに使用さ
れる予定です。

2015年10月時点のイメージ図

2016年3月時点のイメージ図

2016年6月時点のイメージ図 2016年5月時点のイメージ図

2016年5月時点のイメージ図

大成建設・梓設計・隈研吾建築都市設計事務所JV作成／JSC提供

リオ2016大会の会場写真／Photo by IOC

リオ2016大会の会場写真

　東京 2020大会は、新規施設の他、東京1964大会のレガシー施設を含む多くの既存施設なども活用して、
都内外の 40会場で開催します。

■ オリンピック競技 ▲ パラリンピック競技

5 競技会場等

19  オリンピックアクアティクスセンター
 ■水泳（競泳、飛込、シンクロナイズドスイミング）　
 ▲パラ水泳

辰巳の森海浜公園に新しく整備される施設です。大会後
は、日本水泳の中心となる世界最高水準の水泳場としてい
きます。

2015年10月時点のイメージ図

10 11



OV/
PV  選手村

東京都中央区晴海に整備される選手村の宿泊棟については、東京都が施
行する市街地再開発事業において民間事業者が整備する住宅棟を、大会
期間中に一時使用する計画となっています。大会後、住宅棟は改修し、新た
に建築する高層棟とともに分譲等を行う予定となっています。

東京2020大会後の選手村

2016年8月時点のイメージ図
©晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業特定建築者

26  霞ヶ関カンツリー倶楽部
 ■ゴルフ

緑豊かな武蔵野丘陵に広がるゴルフ場です。ゴルフ伝承
の一端を担う設計者により設計された、80年以上の歴史
を誇る施設です。埼玉県川越市にあります。

34  伊豆マウンテンバイクコース
 ■自転車競技（マウンテンバイク）

全長2,500ｍ、高低差が85ｍあるオフロードコースです。
静岡県伊豆市にあります。

20  東京辰巳国際水泳場
 ■水泳（水球）

東京都における水泳の中心的・象徴的施設としての役割を
担う広域的な専門施設として設置されました。 

31  横浜スタジアム
 ■野球・ソフトボール

横浜公園内にある日本初の多目的スタジアムです。日本の
プロ野球チームの本拠地にもなっています。東京2020大
会追加競技が行われます。神奈川県横浜市にあります。

37  宮城スタジアム
 ■サッカー

スタジアムの観客席を覆う大屋根は、仙台藩主「伊達政宗
公」の兜飾りの三日月をデザインしています。陸上競技場
兼サッカー球技場です。宮城県宮城郡利府町にあります。

23  東京スタジアム
 ■サッカー／近代五種［水泳、馬術、ランニング、射撃］／
 　ラグビー

サッカーをはじめ、多彩なイベントに利用されている多目
的スタジアムです。

40  横浜国際総合競技場
 ■サッカー

日本最大規模の72,327席の観客収容能力を誇る屋外多
目的競技場です。神奈川県横浜市にあります。

25  陸上自衛隊朝霞訓練場
 ■射撃　
 ▲パラ射撃

東京1964大会時にも、この訓練場でライフル射撃競技
が行われました。大会時には、オリンピック基準に適合し
た射撃の仮設施設が整備されます。

33  伊豆ベロドローム
 ■自転車競技（トラック）
 ▲自転車競技（トラック）

国際自転車競技連合（UCI）規格の周長250ｍ木製走路
を有する屋内型自転車トラック競技施設です。静岡県伊
豆市にあります。

IBC/
MPC  IBC/MPC（東京ビッグサイト）

約265,700㎡の敷地に、展示ホール、国際会議場、レセ
プションホールなどを備える日本最大のコンベンション施
設です。大会時には、報道・放送センターになります。

30  釣ヶ崎海岸サーフィン会場
 ■サーフィン

「世界最高レベル」ともいわれる良質な波を求めて多くの
サーファーが訪れる海岸です。東京2020大会追加競技
が行われます。千葉県長生郡一宮町にあります。

36  札幌ドーム
 ■サッカー

サッカーと野球のプロチーム2つの本拠地にもなっている
施設です。日本最北にある全天候型ドームスタジアムです。
北海道札幌市にあります。

22  武蔵野の森総合スポーツプラザ
 ■バドミントン／近代五種［フェンシング］
 ▲車いすバスケットボール

東京スタジアムに隣接する場所に新しく整備される施設
です。10,000人以上収容可能なメインアリーナなどを有
する総合スポーツ施設です。

27  28  29  幕張メッセ
 ■テコンドー／レスリング／フェンシング
 ▲シッティングバレーボール／テコンドー／
 　車いすフェンシング／ゴールボール

210,000㎡の敷地に「国際展示場」「国際会議場」「幕張
イベントホール」の3施設で構成される複合コンベンショ
ン施設です。千葉県千葉市にあります。

35  福島あづま球場
 ■野球・ソフトボール

「スポーツを楽しむ」「自然と憩い」「家族で楽しむ」「歴史
散策」の4つのエリアを有する総合運動公園内にある野球
場です。東京2020大会追加競技が行われます。福島県
福島市にあります。

21  馬事公苑
 ■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）　▲馬術

東京1964大会時に馬術が行われた場所です。1964年
のオリンピックレガシーを有する施設の1つです。現在は、
馬事普及拠点になっています。

32  江の島ヨットハーバー
 ■セーリング

東京1964大会時に使用するため、整備された日本初の
競技用ハーバーです。1964年のオリンピックレガシーを
有する施設の1つです。神奈川県藤沢市にあります。

38  茨城カシマスタジアム
 ■サッカー

本格的なサッカー専用スタジアムで、常緑の天然芝フィー
ルドとスタンドのどこからでも観戦しやすい観客席を有し
ています。プロサッカーチームの本拠地にもなっています。
茨城県鹿嶋市にあります。

39  埼玉スタジアム2002
 ■サッカー

アジア最大級・日本で最大のサッカー専用スタジアムです。
埼玉県さいたま市にあります。

24  さいたまスーパーアリーナ
 ■バスケットボール（バスケットボール）

スポーツイベント、コンサート、講演会などさまざまな用途
に対応した国内最大級の多目的ホールです。埼玉県さい
たま市にあります。

©日本サイクルスポーツセンター 

■ オリンピック競技 ▲ パラリンピック競技
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