
 

 

東京 2020オリンピック観戦チケットの抽選申込方法について 

 

 

平成 31 年 4 月 18 日、組織委員会は、公式チケット販売サイトを開設す

るとともに、チケットの抽選申込方法等について詳細を公表 

 

 

１ 抽選申込受付のスケジュール（予定） 

○ 抽選申込受付期間  平成 31年 5月 9日～28日 

○ 抽選結果発表         6月 20日 

○ 購入手続期間         6月 20日～7月 2日 

・１人あたりの最大申込・当選枚数は 30枚 

 

２ 抽選申込の対象となるチケット 

○ 一般チケット 

○ 車いすユーザーチケット 

・当該チケット 1枚につき、1枚の同伴者チケットの申込が可能 

○ 東京 2020みんなで応援チケット 

・12歳以下の子ども・60歳以上のシニア・障がい（車いすユー    

ザー含む）のある方を 1名以上含む家族やグループ（申込枚数 

は、2枚以上） 

 

３ 価格等 

○ 一般チケットのＡ席からＥ席に加え、新たに車いす席等を含む価格表 

を公表 

○ 一般チケットについて、会場におけるＡ席Ｂ席などの場所を示した 

  シートマップを公表 

 

（参考）抽選申込終了以降のスケジュール 

○  平成31年秋以降  先着順販売 

○  平成32年春以降  窓口販売（都内に設置予定のチケット販売所） 
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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  

<Tokyo 2020.NEWS-2019-113> 

 2019年 4月 18日 

 

東京 2020オリンピック観戦チケットは 5月 9日（木）抽選申込受付開始！ 

本日、東京 2020公式チケット販売サイトがプレオープン 

 

 東京 2020 組織委員会は、日本に在住する方に向け、東京 2020 オリンピック観戦チケットの抽選

申込受付を、5 月 9 日（木）から開始します。また、本日 4 月 18 日（木）から公式チケット販売サ

イトを一般向けにプレオープンし、チケットの抽選申込方法等の詳細を公表しましたので、以下のと

おりお知らせいたします。 

 

東京 2020公式チケット販売サイト URL：https://ticket.tokyo2020.org 

 

1． 東京 2020オリンピック観戦チケット抽選申込受付開始日 

2019年 5月 9日（木） 

  

 2. 抽選申込受付スケジュール（予定） 

  ■ 抽選申込受付期間 

2019年 5月 9日（木）10：00から 5月 28日（火）23：59まで 

■ 抽選結果発表 

2019年 6月 20日（木） 

■ 購入手続期間 

抽選結果通知時から 2019年 7月 2日（火）23：59まで 

 

（注）日本に在住する方のみが、公式チケット販売サイトから申込・購入いただけます。 

海外にお住まいの方は、2019年 6月中旬以降に各国・地域の NOCまたは公式チケット販売事業

者よりお買い求めください。また、上記スケジュールは変更になる場合があります。 

 

https://ticket.tokyo2020.org/
S1050101
＜参考資料＞
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＜抽選申込受付スケジュールのフロー（予定）＞ 

 

3. 公式チケット販売サイトのプレオープン 

チケットの抽選申込受付開始に先立ち、本日より、公式チケット販売サイトをプレオープンしま

した。公式チケット販売サイトでは、抽選の申込方法やチケット情報、競技スケジュールなどの大

会情報を掲載しています。抽選申込受付開始前から公式チケット販売サイトをご確認いただくこと

で、東京 2020大会の観戦の計画を立てていただくことができます。 

東京 2020公式チケット販売サイト URL：https://ticket.tokyo2020.org  

 

4.チケットの抽選申込受付について 

（1）抽選申込受付の対象となるチケット 

公式チケット販売サイトにおいて 5 月 9 日（木）より抽選申込が可能なチケットには、以下の種

類があります。 

https://ticket.tokyo2020.org/
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また今後、以下のチケットを公式チケット販売チャネルにて随時販売する予定です。 

 

注 1）チケットと大会関連グッズやお土産等をセットにしたチケットプログラム（東京 2020 チケッ

トプラス（仮称)）を検討中です。 

注 2）その他、学校連携観戦チケットや開催都市ならびにそれに準ずる会場所在地自治体、東日本大

震災被災 3県、ホストタウン向けのチケットなどを取扱う予定です。なお、本チケットの一般販

売はございません。 

 

（2）席種と価格表・シートマップ 

   チケットの席種は、A 席から E 席まで最大 5 種類あります。各席種の販売価格およびシートマッ

プについては、別添資料をご覧ください。 

 

（3）申込上限枚数 

 １人あたりの抽選申込および当選チケットの枚数には上限があります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（※1） 
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 （※1）各競技のセッションとは、チケットを販売する単位になります。競技によって、セッションの   

時間や含まれる試合数等は異なります。 

（例：陸上競技の午前の部と午後の部、球技では、複数の試合が含まれる場合もあります） 

 

（4）当選機会を広げるカスケードサービスと第 2希望選択サービス 

  多くの方にチケットの当選機会が広がるよう以下のサービスを提供します。 

① カスケードサービス 

カスケードとは、申込時に希望した席種の抽選

結果が「落選」となっても、一つ下の席種のチケ

ットが販売定数に達していない場合に、一つ下の

席種のチケットについても抽選対象とすること

ができるサービスです。カスケードサービスのご

利用は、申込時にご希望いただく必要があります。 

 

② 第 2希望選択サービス 

第 2希望選択サービスとは、抽選申込時に、第

2希望の申込が可能なサービスです。 

第 2希望選択をしておけば、第 1希望が落選し

ても、次に観たいセッションのチケットが入手で

きるかもしれません。なお、第 1希望・第 2希望

を同じセッションで申込はできません。 

 

（5）抽選結果発表と購入手続 

   2019年 6月 20日（木）に申込者宛に抽選結果を通知する予定です。申込受付期間終了後に枚数

の変更やキャンセル等は一切行うことができませんのでご注意ください。そのため、複数のセッシ

ョンに当選された場合、チケット代金は当選したすべてのチケットの全額を一括でお支払いただき

ます。 

   また、当選後に来場・観戦を予定されている方の氏名登録と連絡先の確認が必要になります。 

支払いは、Visa決済またはコンビニエンスストアでの現金決済（手数料 432円（税込）／件、30万

円（税込）未満の支払いに限る）が可能です。また、モバイルチケットや自宅等にてご自身でプリ

ントするチケットは手数料がかかりませんが、紙チケットで受け取る場合は、発行手数料 324 円

（税込）／枚および配送手数料 864円（税込）／件が必要となります。 

 

（6）不正転売の禁止と公式リセールサービスの提供 

   チケットは、公式チケット販売チャネル（公式チケット販売サイト、公式チケット販売所、公式

チケット販売事業者）で購入したチケットのみ有効です。非公式チャネルで購入されたチケットで

会場に入場することはできません。 

また、2019年 6月 14日（金）には「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適

正な流通の確保に関する法律」が施行され、不正転売を行った場合には 1年以下の懲役または 100

万円以下の罰金、またはその両方が科されることになります。 

  東京 2020 大会では、不正転売を防ぎ、皆さまに安心して適正な価格でチケットを購入いただける

よう、チケット券面上には購入者のお名前を記載させていただくとともに、来場予定者の方を事前

＜申込例＞ 

＜申込例＞ 



 

5 / 6 

に公式チケット販売サイトから登録いただきます。入場時や会場内で本人確認をさせていただく場

合がありますので、来場の際は必ずお名前のわかる身分証明書等を持参ください。 

  2020年春以降には、公式リセールサービスをスタートします。来場ができなくなった場合には、公

式リセールサービスを利用し、定価で不要なチケットを公式転売することができます。 

 

【TOKYO 2020 IDについて】 

TOKYO 2020 ID は、公式チケット販売サイトでチケットを購入する際に必要となるもので、ID

をご登録いただいた方には、メールマガジンや TOKYO 2020 ID 利用者用ポータル「My TOKYO 

2020」等を通じてチケット情報や大会関連情報をいち早くお届けしています。2019 年 4 月 15 日

（月）現在、登録件数は約 213万件となっています。 

TOKYO 2020 ID登録サイト：https://id.tokyo2020.org 

 

【海外在住者向けのチケット販売】 

海外在住者向けの販売時期や販売方法は、各国により異なりますので、各国・地域の NOC また

は公式チケット販売事業者にお問い合わせください。 

 

【チケット販売価格や競技日程等】  

大会計画や競技スケジュール等により、価格や販売開始時期等は変更となる場合があります。 

詳細は公式チケット販売サイトにてご確認ください。 

 

【素材のダウンロードについて】 

■  以下の素材がダウンロードできます。 

✓  東京 2020オリンピック観戦チケットムービー 

北島康介さんが語る「奇跡をつくる、1人になろう」編（mp4） 

✓  観戦チケット申込かんたん説明ムービー Check 5（mp4） 

✓  観戦チケット申込かんたん説明ムービー チェックパネル（.jpg） 

✓  競技別会場、日程、価格一覧（.pdf） 

 

東京 2020プレスルーム（報道関係者向け情報提供サイト）： 

URL：https://media.tokyo2020.org/jp/ 

 

（直接ダウンロードする場合） 

✓ 東京 2020オリンピック観戦チケットムービー 

北島康介さんが語る「奇跡をつくる、1人になろう」編（mp4） 

URL：https://media.tokyo2020.org/jp/press-room/press-kit/data/kosukekitajima_video.zip 

✓ 観戦チケット申込かんたん説明ムービー Check 5（mp4） 

URL：https://media.tokyo2020.org/jp/press-room/press-kit/data/explanatory_video.zip  

✓ 観戦チケット申込かんたん説明ムービー チェックパネル（.jpg） 

URL：https://media.tokyo2020.org/jp/press-room/press-kit/data/check_panel.zip 

✓ 競技別会場、日程、価格一覧（.pdf） 

URL：https://media.tokyo2020.org/jp/press-room/press-kit/data/venue_schedule_price.pdf 

 

file://///tko-fs01/東京2020/3.事業戦略広報部/02%20戦略広報課/20_Media/03_リリース、記者会見・囲み対応/20160408%20　第14回エンブレム委員会・採用候補作品発表会/0%20取材案内/URL：https:/media.tokyo2020.jp/jp/
https://media.tokyo2020.org/jp/press-room/press-kit/data/kosukekitajima_video.zip
https://media.tokyo2020.org/jp/press-room/press-kit/data/explanatory_video.zip
https://media.tokyo2020.org/jp/press-room/press-kit/data/check_panel.zip
https://media.tokyo2020.org/jp/press-room/press-kit/data/venue_schedule_price.pdf
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ユーザー名：media     パスワード：tokyo2020media 

 

■ 使用上の注意事項 

・ご使用にあたっては、クレジット（「Tokyo 2020」または「東京 2020」）の表示をお願いします。 

・報道機関による報道目的にのみ使用できます。報道機関であっても、自社のプロモーション目的

や事業等に使用することはできません。映像の趣旨を著しく変化させる編集でない限り、自由に

素材としてご利用いただけます。 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

東京 2020組織委員会 

広報局広報部戦略広報課  

担当：井戸、早川 

電話：03-6631-1949 / FAX：03-6220-5801 

Email：pressoffice@tokyo2020.jp 

 

【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について】 

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会は、公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）と東京都に

より 2014 年 1 月 24 日に一般財団法人として設立され、2015 年 1 月 1 日付で公益財団法人になりました。第 32 回オ

リンピック競技大会は、2020 年 7 月 24 日（金）〜8 月 9 日（日）の日程で、東京 2020 パラリンピック競技大会は、

2020 年 8 月 25 日（火）〜9 月 6 日（日）の日程で開催されます。東京 2020 大会に向けて組織委員会は、JOC、公益

財団法人日本障がい者スポーツ協会日本パラリンピック委員会（JPC）、東京都、政府、経済界、その他関係団体と共に

オールジャパン体制の中心となり、大会の準備および運営に関する事業を行います。 

Web: tokyo2020.org | Facebook: facebook.com/tokyo2020 | Twitter: twitter.com/Tokyo2020jp 

Instagram: https://www.instagram.com/tokyo2020/ | LINE: https://line.me /R/ti/p/%40tokyo2020 

https://tokyo2020.org/
https://www.facebook.com/tokyo2020/
https://www.instagram.com/tokyo2020/
https://line.me/R/ti/p/%40tokyo2020
S1050101
テキストボックス





 

Olympic Games Tokyo 2020 Price List 
競技 会場 

セッション 

タイプ 
性別 

チケット価格 

A B C D E 
東京 2020 

みんなで 

応援チケット 
車いす 

水泳 
（アーティスティックスイミング） 

東京 
アクアティクスセンター 

予選 女子 ¥13,800 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000  ¥2,020 ¥4,000   

決勝 女子 ¥45,000 ¥36,000 ¥17,500 ¥5,800    ¥5,800   

水泳（飛込） 
東京 
アクアティクスセンター 

予選 男女 ¥10,000 ¥8,000 ¥5,800 ¥3,500  ¥2,020 ¥3,500   

準決勝 男女 ¥12,500 ¥10,000 ¥7,000 ¥5,000    ¥5,000   

決勝 男女 ¥30,500 ¥24,500 ¥12,500 ¥8,000    ¥8,000   

水泳（マラソンスイミング） お台場海浜公園 決勝 男女 ¥5,500 ¥3,500    ¥2,020 ¥3,500   

水泳（競泳） 
東京 
アクアティクスセンター 

予選 男女 ¥37,500 ¥30,000 ¥10,000 ¥5,800  ¥2,020 ¥5,800   

決勝 男女 ¥108,000 ¥72,000 ¥36,500 ¥11,800    ¥11,800   

水泳（水球） 東京辰巳国際水泳場 

予選 男女 ¥10,000 ¥8,000 ¥3,000   ¥2,020 ¥3,000   

準々決勝 男女 ¥12,500 ¥10,000 ¥4,500     ¥4,500   

準決勝/ 

3 位決定戦 
男女 ¥14,500 ¥11,500 ¥4,500     ¥4,500   

決勝 男女 ¥18,000 ¥14,500 ¥5,000     ¥5,000   

アーチェリー 
夢の島公園 

アーチェリー場 

予選 男女 ¥3,000     ¥2,020 ¥3,000   

決勝 男女 ¥7,000       ¥7,000   

陸上競技  
オリンピックスタジアム 

午前予選 男女 ¥13,500 ¥11,000 ¥9,500 ¥6,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥6,000 ¥3,000 

午前決勝 男女 ¥25,000 ¥19,000 ¥14,500 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥7,000 ¥4,000 

午前決勝 

※1 
男女 ¥30,000 ¥21,000 ¥16,000 ¥8,000 ¥5,000 ¥2,020 ¥8,000 ¥5,000 

午後決勝 男女 ¥67,500 ¥54,000 ¥30,000 ¥10,000 ¥5,800   ¥10,000 ¥5,800 

午後決勝 

※2 
男女 ¥130,000 ¥108,000 ¥41,500 ¥11,800 ¥5,800   ¥11,800 ¥5,800 

陸上競技（マラソン） 決勝 男子 ¥6,000 ¥4,000 ¥2,500   ¥2,020 ¥4,000 ¥2,500 

陸上競技（競歩） 皇居外苑 決勝 男女 チケット販売なし 

バドミントン 
武蔵野の森 

総合スポーツプラザ 

予選 男女 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000  ¥2,020 ¥4,000   

準々決勝/ 

準決勝/ 

3 位決定戦 

男女 ¥21,000 ¥16,800 ¥12,800 ¥7,500    ¥7,500   

決勝 男女 ¥45,000 ¥36,000 ¥17,500 ¥8,000    ¥8,000   

野球 

福島あづま球場 予選 

男子 

¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000  ¥2,020 ¥4,000   

横浜スタジアム 

予選 ¥15,500 ¥12,000 ¥8,000 ¥4,000  ¥2,020 ¥4,000   

ノックアウトス

テージ 
¥23,000 ¥18,000 ¥12,000 ¥6,000    ¥6,000   

準決勝 ¥31,000 ¥24,000 ¥16,000 ¥8,000    ¥8,000   

3 位決定戦 ¥45,000 ¥36,000 ¥20,000 ¥9,000    ¥9,000   

決勝 ¥67,500 ¥54,000 ¥30,000 ¥10,000    ¥10,000   

バスケットボール 
さいたま 

スーパーアリーナ 

予選 

男子 

¥24,500 ¥17,500 ¥12,500 ¥5,800  ¥2,020 ¥5,800   

準々決勝 ¥54,000 ¥43,500 ¥30,000 ¥10,000    ¥10,000   

準決勝/ ¥72,000 ¥57,500 ¥36,500 ¥11,800    ¥11,800   



競技 会場 
セッション 

タイプ 
性別 

チケット価格 

A B C D E 
東京 2020 

みんなで 

応援チケット 
車いす   

2   Tokyo 2020 Olympic Games Olympic Price List ※価格は変更となる場合があります。 

 

3 位決定戦 

決勝 ¥108,000 ¥60,500 ¥41,500 ¥18,800    ¥18,800   

予選 

女子 

¥10,000 ¥8,000 ¥5,000 ¥3,000  ¥2,020 ¥3,000   

準々決勝 ¥18,000 ¥14,500 ¥9,500 ¥6,000    ¥6,000   

準決勝/ 

3 位決定戦 
¥25,500 ¥20,000 ¥12,800 ¥7,500    ¥7,500   

決勝 ¥45,000 ¥36,000 ¥17,500 ¥8,000    ¥8,000   

3x3  

バスケットボール 

青海アーバン 

スポーツパーク 

予選 男女 ¥11,000 ¥8,000 ¥3,000   ¥2,020 ¥3,000   

準々決勝 男女 ¥15,000 ¥10,000 ¥5,000     ¥5,000   

準決勝 男女 ¥16,000 ¥12,000 ¥7,000     ¥7,000   

決勝 男女 ¥18,000 ¥15,000 ¥9,000     ¥9,000   

ボクシング 国技館 調整中 

カヌー（スラローム） 
カヌー・ 

スラロームセンター 

予選 男女 ¥5,500 ¥4,000 ¥3,000   ¥2,020 ¥3,000   

決勝 男女 ¥10,000 ¥7,000 ¥5,000     ¥5,000   

カヌー（スプリント） 海の森水上競技場 
予選 男女 ¥5,500 ¥3,500 ¥3,000   ¥2,020 ¥3,000   

決勝 男女 ¥9,500 ¥5,800 ¥5,000     ¥5,000   

自転車競技 
（BMX フリースタイル） 

有明アーバン 

スポーツパーク 

予選 男女 ¥4,000 ¥2,500    ¥2,020 ¥2,500   

決勝 男女 ¥10,000 ¥5,000      ¥5,000   

自転車競技 
（BMX レーシング） 

準々決勝 男女 ¥5,500 ¥3,000    ¥2,020 ¥3,000   

決勝 男女 ¥12,500 ¥7,000      ¥7,000   

自転車競技 
（マウンテンバイク） 

伊豆 MTB コース 決勝 男女 ¥5,000     ¥2,020 ¥5,000   

自転車競技 
（ロード） 

富士スピードウェイ 決勝 男女 ¥5,500 ¥3,500    ¥2,020 ¥3,500   

自転車競技 
（トラック） 

伊豆ベロドローム 決勝 男女 ¥14,500 ¥8,000 ¥4,000   ¥2,020 ¥4,000   

馬術（馬場馬術） 馬事公苑 

予選 男女 ¥6,500 ¥5,000 ¥3,000   ¥2,020 ¥3,000   

決勝 男女 ¥16,000 ¥11,000 ¥5,500     ¥5,500   

馬術（総合馬術/馬場） 馬事公苑 予選 男女 ¥6,500 ¥5,000 ¥3,000   ¥2,020 ¥3,000   

馬術 
（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 

予選 男女 ¥4,000     ¥2,020 ¥4,000   

馬術（総合馬術/障害） 馬事公苑 決勝 男女 ¥16,000 ¥11,000 ¥5,500     ¥5,500   

馬術（障害馬術） 馬事公苑 
予選 男女 ¥6,500 ¥5,000 ¥3,000   ¥2,020 ¥3,000   

決勝 男女 ¥16,000 ¥11,000 ¥5,500     ¥5,500   

フェンシング 幕張メッセ B ホール 
予選 男女 ¥7,500 ¥3,000    ¥2,020 ¥3,000   

決勝 男女 ¥11,500 ¥6,500      ¥6,500   

サッカー 

東京スタジアム 

予選 

（２試合） 
男子 

¥9,800 ¥6,500 ¥5,500 ¥3,000  ¥2,020 ¥3,000   

札幌ドーム ¥9,800 ¥6,500 ¥5,500 ¥3,000  ¥2,020 ¥3,000   

茨城カシマスタジアム ¥9,800 ¥6,500 ¥5,500 ¥3,000  ¥2,020 ¥3,000   
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横浜国際総合競技場 ¥9,800 ¥6,500 ¥5,500 ¥3,000  ¥2,020 ¥3,000   

宮城スタジアム ¥9,800 ¥6,500 ¥5,500 ¥3,000  ¥2,020 ¥3,000   

埼玉スタジアム 2002 ¥9,800 ¥6,500 ¥5,500 ¥3,000  ¥2,020 ¥3,000   

宮城スタジアム 

準々決勝 

¥21,000 ¥12,800 ¥7,500 ¥5,800    ¥5,800   

茨城カシマスタジアム ¥21,000 ¥12,800 ¥7,500 ¥5,800    ¥5,800   

埼玉スタジアム 2002 ¥21,000 ¥12,800 ¥7,500 ¥5,800    ¥5,800   

横浜国際総合競技場 ¥21,000 ¥12,800 ¥7,500 ¥5,800    ¥5,800   

茨城カシマスタジアム 

準決勝 
¥30,500 ¥17,500 ¥12,500 ¥7,500    ¥7,500   

埼玉スタジアム 2002 ¥30,500 ¥17,500 ¥12,500 ¥7,500    ¥7,500   

埼玉スタジアム 2002 3 位決定戦 ¥30,500 ¥17,500 ¥12,500 ¥7,500    ¥7,500   

横浜国際総合競技場 決勝 ¥67,500 ¥30,000 ¥15,000 ¥9,800    ¥9,800   

埼玉スタジアム 2002 予選 

 (1 試合) 

女子 

¥6,500 ¥4,500 ¥3,500 ¥2,500  ¥2,020 ¥2,500   

横浜国際総合競技場 ¥6,500 ¥4,500 ¥3,500 ¥2,500  ¥2,020 ¥2,500   

東京スタジアム 

予選 

(2 試合) 

¥8,000 ¥6,000 ¥4,000 ¥3,000  ¥2,020 ¥3,000   

札幌ドーム ¥8,000 ¥6,000 ¥4,000 ¥3,000  ¥2,020 ¥3,000   

宮城スタジアム ¥8,000 ¥6,000 ¥4,000 ¥3,000  ¥2,020 ¥3,000   

茨城カシマスタジアム ¥8,000 ¥6,000 ¥4,000 ¥3,000  ¥2,020 ¥3,000   

埼玉スタジアム 2002 ¥8,000 ¥6,000 ¥4,000 ¥3,000  ¥2,020 ¥3,000   

宮城スタジアム 

準々決勝 

¥15,500 ¥8,000 ¥6,000 ¥4,000    ¥4,000   

茨城カシマスタジアム ¥15,500 ¥8,000 ¥6,000 ¥4,000    ¥4,000   

埼玉スタジアム 2002 ¥15,500 ¥8,000 ¥6,000 ¥4,000    ¥4,000   

横浜国際総合競技場 ¥15,500 ¥8,000 ¥6,000 ¥4,000    ¥4,000   

横浜国際総合競技場 

準決勝 
¥21,000 ¥12,800 ¥7,500 ¥5,800    ¥5,800   

茨城カシマスタジアム ¥21,000 ¥12,800 ¥7,500 ¥5,800    ¥5,800   

茨城カシマスタジアム 3 位決定戦 ¥21,000 ¥12,800 ¥7,500 ¥5,800    ¥5,800   

オリンピックスタジアム 決勝 ¥45,000 ¥24,500 ¥12,500 ¥7,500    ¥12,500 ¥7,500 

ゴルフ 
霞ヶ関 

カンツリー倶楽部 

予選 男女 ¥7,000     ¥2,020 ¥7,000   

決勝 男女 ¥10,000       ¥10,000   

体操（体操競技） 有明体操競技場 
予選 男女 ¥25,500 ¥10,500 ¥4,000   ¥2,020 ¥4,000   

決勝 男女 ¥72,000 ¥36,500 ¥11,800     ¥11,800   

体操（新体操） 有明体操競技場 
予選 女子 ¥12,000 ¥9,500 ¥4,000   ¥2,020 ¥4,000   

決勝 女子 ¥36,000 ¥17,500 ¥5,800     ¥5,800   

体操（トランポリン） 有明体操競技場 決勝 男女 ¥16,000 ¥11,000 ¥5,500   ¥2,020 ¥5,500   

ハンドボール 国立代々木競技場 

予選 男女 ¥9,500 ¥5,800 ¥3,500   ¥2,020 ¥3,500   

準々決勝 男女 ¥10,000 ¥7,000 ¥4,000     ¥4,000   

準決勝 男女 ¥11,500 ¥7,800 ¥5,500     ¥5,500   

3 位決定戦 男女 ¥12,800 ¥8,000 ¥5,500     ¥5,500   
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決勝 男女 ¥20,000 ¥12,800 ¥7,500     ¥7,500   

ホッケー 大井ホッケー競技場 

予選 男女 ¥4,000 ¥2,500    ¥2,020 ¥2,500   

準々決勝 男女 ¥7,500 ¥4,500      ¥4,500   

準決勝/ 

3 位決定戦 
男女 ¥9,500 ¥5,000      ¥5,000   

決勝 男女 ¥10,000 ¥6,000      ¥6,000   

柔道 日本武道館 
予選 男女 ¥15,500 ¥12,000 ¥8,000 ¥4,000  ¥2,020 ¥4,000   

決勝 男女 ¥54,000 ¥43,500 ¥30,000 ¥10,000    ¥10,000   

空手 日本武道館 
予選 男女 ¥8,000 ¥6,500 ¥5,000 ¥3,500  ¥2,020 ¥3,500   

決勝 男女 ¥12,800 ¥11,000 ¥7,000 ¥5,500    ¥5,500   

近代五種 

武蔵野の森 

総合スポーツプラザ 
予選 男女 ¥2,500     ¥2,020 ¥2,500   

東京スタジアム 決勝 男女 ¥4,000 ¥2,500      ¥2,500   

ボート 海の森水上競技場 
予選 男女 ¥5,500 ¥3,500 ¥3,000   ¥2,020 ¥3,000   

決勝 男女 ¥9,500 ¥5,800 ¥5,000     ¥5,000   

ラグビー 東京スタジアム 

予選 

男子 

¥10,000 ¥8,000 ¥5,000 ¥3,500  ¥2,020 ¥3,500   

準々決勝 ¥14,500 ¥11,500 ¥6,500 ¥4,000    ¥4,000   

準決勝 ¥16,000 ¥12,500 ¥7,000 ¥5,500    ¥5,500   

決勝 ¥25,500 ¥20,000 ¥12,500 ¥7,500    ¥7,500   

予選 

女子 

¥7,500 ¥5,000 ¥4,000 ¥2,500  ¥2,020 ¥2,500   

準々決勝 ¥10,000 ¥7,000 ¥5,000 ¥3,500    ¥3,500   

準決勝 ¥11,500 ¥7,800 ¥5,500 ¥4,000    ¥4,000   

決勝 ¥14,500 ¥9,500 ¥6,000 ¥4,500    ¥4,500   

セーリング 江の島ヨットハーバー 
予選 男女 ¥3,000     ¥2,020 ¥3,000   

決勝 男女 ¥5,500      ¥5,500   

射撃 陸上自衛隊朝霞訓練場  

予選 
(クレー / ライ

フル＆ピストル) 
男女 ¥2,500     ¥2,020 ¥2,500 

  

  

決勝 
(クレー / ライ

フル＆ピストル) 
男女 ¥4,000       ¥4,000 

  

  

予選＆決勝 
(ライフル＆ピス

トル) 
男女 ¥5,500       ¥5,500 

  

  

スケートボード 
有明アーバン 

スポーツパーク 

決勝 男子 ¥11,500 ¥5,500    ¥2,020 ¥5,500   

決勝 女子 ¥8,000 ¥4,000    ¥2,020 ¥4,000   

ソフトボール 

福島あづま球場 
予選 

 (3 試合) 

女子 

¥12,500 ¥10,000 ¥7,000 ¥3,500  ¥2,020 ¥3,500   

横浜スタジアム 

予選 

 (1 試合) 
¥8,000 ¥7,000 ¥5,000 ¥2,500  ¥2,020 ¥2,500   

予選  

(2 試合) 
¥12,500 ¥10,000 ¥7,000 ¥3,500  ¥2,020 ¥3,500   

３位決定戦 ¥18,000 ¥14,500 ¥8,000 ¥4,000    ¥4,000   
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決勝 ¥25,500 ¥20,000 ¥12,800 ¥7,500    ¥7,500   

スポーツクライミング 
青海アーバンスポーツ

パーク 

予選 男女 ¥5,000 ¥3,000    ¥2,020 ¥3,000   

決勝 男女 ¥12,500 ¥6,000      ¥6,000   

サーフィン ※3 
釣ヶ崎海岸 

サーフィンビーチ 
予選/決勝 男女 ¥3,000     ¥2,020 ¥3,000   

卓球 東京体育館 

予選 男女 ¥9,800 ¥6,500 ¥3,500   ¥2,020 ¥3,500   

準々決勝 男女 ¥12,800 ¥8,000 ¥5,500     ¥5,500   

準決勝/ 

3 位決定戦 
男女 ¥14,500 ¥9,500 ¥6,000     ¥6,000   

決勝 男女 ¥36,000 ¥17,500 ¥8,000     ¥8,000   

テコンドー 幕張メッセ A ホール 
予選 男女 ¥5,500 ¥4,000 ¥3,000   ¥2,020 ¥3,000   

決勝 男女 ¥9,500 ¥6,500 ¥5,000     ¥5,000   

テニス 

有明テニスの森 

予選 男女 ¥12,000 ¥9,500 ¥6,000 ¥4,000  ¥2,020 ¥4,000   
 (センターコート) 

有明テニスの森 

予選 男女 ¥12,000 ¥9,500 ¥6,000     ¥6,000   
 (コート 1) 

有明テニスの森 
予選 男女 ¥12,000 ¥9,500         ¥9,500   

(コート 2) 

有明テニスの森 予選/ 

準々決勝 
男女 ¥3,000       ¥3,000   

 (コート 3-11) 

有明テニスの森 準々決勝/ 

準決勝 
男女 ¥20,000 ¥16,800 ¥12,800 ¥7,500    ¥7,500   

 (センターコート) 

有明テニスの森 準々決勝/ 

準決勝 
男女 ¥20,000 ¥16,800 ¥12,800     ¥12,800   

 (コート 1) 

有明テニスの森 準々決勝/ 

準決勝 
男女 ¥20,000 ¥16,800      ¥16,800   

 (コート 2) 

有明テニスの森 準決勝/ 

3 位決定戦 
男女 ¥24,500 ¥17,500 ¥8,000     ¥8,000   

 (コート 1) 

有明テニスの森 

決勝 男女 ¥54,000 ¥43,500 ¥30,000 ¥10,000    ¥10,000   
 (センターコート) 

トライアスロン お台場海浜公園 決勝 男女 ¥8,000 ¥4,000    ¥2,020 ¥4,000   

バレーボール 有明アリーナ 

予選 男女 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000  ¥2,020 ¥4,000   

準々決勝 男女 ¥21,000 ¥16,800 ¥12,800 ¥7,500    ¥7,500   

準決勝/ 

3 位決定戦 
男女 ¥30,500 ¥24,500 ¥17,500 ¥8,000    ¥8,000   

決勝 男女 ¥54,000 ¥43,500 ¥30,000 ¥10,000    ¥10,000   

ビーチバレーボール 潮風公園 

予選 男女 ¥11,500 ¥7,800 ¥3,500   ¥2,020 ¥3,500   

準々決勝 男女 ¥14,500 ¥9,500 ¥6,000     ¥6,000   

準決勝 男女 ¥20,000 ¥12,800 ¥7,500     ¥7,500   
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決勝 男女 ¥45,000 ¥24,500 ¥8,000     ¥8,000   

ウエイトリフティング 東京国際フォーラム 
予選 男女 ¥5,000 ¥2,500    ¥2,020 ¥2,500   

決勝 男女 ¥12,800 ¥7,000      ¥7,000   

レスリング 幕張メッセ A ホール 
予選 男女 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000  ¥2,020 ¥4,000   

決勝 男女 ¥45,000 ¥36,000 ¥17,500 ¥8,000    ¥8,000   

開会式 オリンピックスタジアム 式典 － ¥300,000 ¥242,000 ¥107,000 ¥45,000 ¥12,000 ¥2,020 ¥45,000 ¥12,000 

閉会式 オリンピックスタジアム 式典 － ¥220,000 ¥177,000 ¥82,000 ¥35,000 ¥12,000 ¥2,020 ¥35,000 ¥12,000 

※ 各競技の価格やセッションタイプは変更となる場合があります。 

※ チケット価格は全て日本円・税込みとなります。 

※ 車いす席の同伴者席は車いす価格と同価格になります。 

※ オリンピックスタジアムの車いす席は、１階席エリアと 2・3 階席エリアの２種類の価格となります。その他の会場の車いす席は１種類の価格となります。 

※1 本セッションは陸上競技の決勝と女子マラソン決勝を含むセッションとなります。 

※2 本セッションは男子 100m 決勝、男子 4 x 100m リレー決勝、女子 4 x 100m リレー決勝、男子 4 x 400m リレー決勝、女子 4 x 400m リレー決勝の 

いずれかを含むセッションとなります。 

※3 サーフィンの競技日程は、波の状況により変更になる可能性があります 。なお、競技はオリンピックサーフィンフェスティバル(仮称)開催期間中のいずれか 

4 日間で行う予定です。 

    オリンピックサーフィンフェスティバル(仮称)は 7 月 26 日から 8 月 2 日まで開催します。競技が行われない場合でも、ご購入いただいた当日のチケットで 

オリンピックサーフィンフェスティバルゾーン(仮称)をご観覧いただけます。  

    そのため競技が中止となっても、払い戻しはいたしません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Tokyo2020.org 
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