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事務局規程の改正

2019年2月15日

資料１－１



１ 目的
トップマネジメント体制を強化する観点から、事務局の機能強化を図るため、組織改正並びに
これに伴う事務局規程の一部を改正する。

２ 改正内容
事務局規程第１６条第２項（３）に定める「その他会長が任命する職員」として、

役員の秘書業務を統括する特別職に、新たに「役員室長」を設置し、その職責につい
て「役員室長は、事務総長の命を受けて、役員の業務に関する補佐及び役員の秘書に
関する業務を掌る。」の条文を追加＜第３３条関連＞

３ 施行予定日
２０１９年２月１６日

事務局規程の改正について



役員室長の選任

2019年2月15日
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役員室長の選任について

○ 氏名

高橋 道和 氏

○ 業務内容

役員の業務に関する補佐及び役員の秘書に関する業務

○ 着任日

２０１９年２月１６日から着任する。



（参考）役員室長のプロフィール

高橋 道和（たかはし みちやす） １９６１年４月１０日生

１９８４年東京大学教育学部卒業後、旧文部省入省、２０
１５年スポーツ庁次長、２０１７年文部科学省初等中等教
育局長などを歴任し、２０１９年１月１日より（公財）東
京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会職員
として勤務。



2019年2月15日
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大会用データネットワーク機器の包括契約について



１．決議事項

東京2020大会において、組織委員会が各ステークホル
ダーに対して大会用データネットワークサービスを提
供するために、ネットワーク製品カテゴリのゴールド
パートナーである日本電気株式会社(以降「NEC」)と
供給契約(Network Equipment Supply Agreement．
以降「NESA」)を締結し、まずは最低限必要となる
ネットワーク機器を、リース契約により調達すること
について承認を頂きたい。



２．実施内容
• NECから調達するネットワーク機器について、機器の単価
（保守費・初期設定費を含む）、およびその他の適用条件を
まとめた包括的な契約として、NECと組織委員会の二者間で
NESAを締結する。

• 最低発注台数や調達時期の平準化などを取り決めることで、
以下の効果が期待できる。
① 価格低減と安定的な調達を実現する。
② 機器の工場での出荷検査、初期設定、保守までをNECが一貫し

て実施することにより、機器へのマルウェアの混入等のサイ
バー脅威へのリスクを最小化できる。

• また、大会用機器として比較的短期間の利用であること
から、別途選定するリース会社を介した調達とする。



３．契約先および契約期間

契約先 ： ①NEC（ネットワーク機器パートナー）
②別途決定するリース会社

予定調達方式 ： ①特別契約(パートナー供給契約)※1

②リース会社、NEC、組織委員会による
リースに関する3者契約

契約期間 ： ①②契約締結日から2020年12月まで※2

※1 本契約では機器の単価を契約し、今後本契約に基づき個別の注文書により調達する。
※2 大会終了以降、引き続きオフィスにて利用する機器を想定し2020年12月までの契約期間とするが、大会

終了後に必要な契約延長手続きを行う。また、会場にて使用する機器については順次リース契約を打ち切
り遅くとも2020年9月までのリース契約とする。

内訳：①NESA（製品供給契約）②リース契約



東京国際フォーラム仮設オーバーレイ整備工事の発注について

2019年2月15日
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１ 決議事項
東京国際フォーラム仮設オーバーレイ整備工事について、特別契約として発注する。

２ 発注概要
項 目 発注内容

① 東京国際フォーラム仮設オー
バーレイ整備工事

特別契約

・施工、維持管理、パラリンピッ
ク転換、撤去・復旧まで発注

② 同上電気設備工事

③ 同上空調設備工事

④ 同上給排水設備工事

各
種
専
門
工
事

工
事
請
負

統
括
管
理

建
築
工
事

〇外部有識者の技術的意見を踏まえ、特別契約とすることを判断
・意見「竣工後継続的に改修工事を担ってきた施工業者を選定する必要がある」

〇スケジュール
予定契約期間：2019年5月上旬～2020年10月末



開会式・閉会式の制作等業務委託契約の変更について

2019年2⽉15⽇
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株式会社電通と締結している開会式・閉会式の制作等業務委託契約の
「契約⾦額上限額」の変更について決議頂きたい

１ 決議事項



２ これまでの経緯

2017年
〇プロポーザル⽅式で、開会式及び閉会式の制作委託事業者を公募

2018年
〇理事会において開会式及び閉会式制作業務委託契約の締結について決議
⇒事業費については、演出内容を基に4式典の計画全体を検討し、関係各所にも
ご相談しつつ必要に応じて⾒直していく旨をご説明させて頂いた

〇野村萬斎⽒を東京２０２０総合、⼭崎貴⽒をオリンピック担当、
佐々⽊宏⽒をパラリンピック担当とする４式典の演出企画の
実施体制を発表

〇株式会社電通と契約を締結



３ 契約⾦額上限額

（１）変更の必要性

・現在の上限額は、2020年⼤会の⽴候補ファイルで提⽰した⾦額を
設定

・このたび、演出企画の⾻⼦が固まったため、必要な事業費を⾻⼦に
基づいて概算したところ、現⾏の上限額の超過が⾒込まれる

・東京らしさ、⽇本らしさを表現する演出内容案の具現化を可能とす
るため上限額を増額させて頂きたい
ただし、組織委員会の厳しい財政状況に鑑みて、他の⼤会と⽐べ低

い⽔準での上限額の設定と致したい

・新国⽴競技場での式典⽤設備の準備を⼤会までに完了させるには、
⼀部⼯事の発注や機材の⼿配を現時点で⾏うことが不可⽋



ロンドン
2012

東京
2020

パリ
2024

ロサンゼルス
2028

費 ⽤ 160億円 91億円
（⽴候補ファイル）

→130億円

148億円
（⽴候補ファイル）

184億円
（⽴候補ファイル）

過去及び将来の夏季⼤会との⽐較 ※いずれも公表済みの⾦額

（２）変更後の契約⾦額上限額（消費税及び地⽅消費税を含む）
現在の91億円から130億円への変更をお願いしたい

４ 委託費の管理等
今後、演出企画が具体化するに伴い必要な事業費が変動した場合でも、

演出企画チームや制作会社と連携し、演出案の予算配分にメリハリをつ
けつつ効率的な執⾏となるよう、管理を徹底する

※換算レート $1＝110.79円 ￡1＝145.5円



報告事項
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「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」
（回収終了）について

2019年2月15日

資料２－１



メダルプロジェクト
本プロジェクト事業協力者（東京都・環境省・NTTドコモ・日本環
境衛生センター）との協議を経て、プロジェクトとしての回収受付
は2019年3月31日までとすることを決定。
➡本年2月8日付け公表済（プレスリリース）

4月1日以降も、本プロジェクトの成果をアピールすることや、協力
事業者や自治体の皆様による回収の継続などを通じて、小型家電の
リサイクルの定着が東京2020大会のレガシーとなるよう取り組む。
参考：メダルプロジェクトの進捗状況

※確保済み金属量【A】は、納入済み金属量および2018年10月末までの小型家電等
回収量に基づく納入見込み量との合計。

メダルデザインの開発
2018年11月・12月にIOC・IPCが承認。2019年夏に公表予定。

確保済み金属量【A】 最終的な納入量（目標）【B】 A / B

金 28.4㎏ 30.3㎏ 93.7％

銀 3,500㎏ 4,100㎏ 85.4％

銅 2,700㎏ 2,700㎏ 100％



大会ボランティアについて

2019年2月15日

資料２－２



１．大会ボランティア応募状況

・応募完了者数：２０４，６８０名
（大会ボランティアマイページ登録者数：２６２，４３７名）

• 幅広い方々から応募
－男性３６％、女性６４％
－日本国籍６４％、日本国籍以外３６％
－１０代～６０代まで各世代バランスよく応募

• １１日以上の活動を希望する方が６０％を超える



２．ネーミングについて

• 大会スタッフおよび都市ボランティアの愛称（ネーミン
グ）が決定。

• 投票総数：３７，７３９票
※機運醸成の観点からボランティア応募者による投票を実施

（投票期間１２月１２日（水）～１月２０日（日））



３．オリエンテーション開始

（キヤノン様協力）

受付開始前の行列

参加者から人気の
フォトスポット

楽しめる装飾（装飾協力：日本財団様）

■東京都の都市ボランティアオリエンテーションと一体的に開催
２月９日（土）～１１日（月）で 合計計1800人程度がオリエンテーションに参加
今後、全国１１都市でも順次開催

チームアクティビティ後、
笑顔で撮影！



３．オリエンテーション開始（面談）
面談は面談員ボランティアと職員の２名で、
２：２で実施
面談後は皆笑顔で「大会を成功させましょう！」
と言いあいながら握手



（参考）大会ボランティアの今後のスケジュール
２０１９年

• ２月９日（土） オリエンテーション（説明会・
面談等）開始

• ９月～ 共通研修のご案内、マッチング
不成立のお知らせ

• １０月～ 共通研修
２０２０年

• ３月～ 役割・会場のご案内
• ４月～ 役割別・リーダーシップ研修
• ５月～ ユニフォーム等配布
• ６月～ 会場別研修



東京2020大会オリンピック一般チケット概要
ならびにチケット購入方法について

2019年2月15日
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2019年春に、全セッションの抽選申込受付を開始します。

オリンピックチケット販売スケジュール

抽選申込
期限

購入手続き

支払い・受取
方法選択

抽選申込
開始

抽選結果発表
（2019年6月
中旬以降）

購入手続き
期限

先着順販売
開始

上記期間中にご購入されたチケットのお届けは2020年5月以降を予定

直前期販売

チケット
販売所
(都内に設置予定)

公式チケット
販売サイト抽選申込受付

座席種類や枚数
を選んで申込み

先着順販売

2019年春～夏 2019年秋～冬 2020年春以降

お申込みは、東京2020大会公式チケット販売サイトのみ
公式リセール
サービス

TOKYO 2020
IDの登録

※公式チケット販売サイト・購入方法の詳細は2019年春に発表予定です
※詳細なセッションスケジュールは、公式チケット販売サイトをご確認下さい
※販売スケジュールは変更になる場合がございます



チケットの種類

チケット名称 内容 販売チャネル

一般チケット 単券チケット

東京2020大会公式チケット販売サイト

※2020年春以降は、チケット販売所（都
内に設置予定）でも販売予定

車いすユーザー向けチケット 車いすユーザーと同伴者用のチケット

東京2020みんなで応援チケット 子ども、シニアの方、障がいのある方を含むグ
ループチケット

チケット名称 内容 販売チャネル

東京2020オリンピック公式
ホスピタリティパッケージ

ラウンジでの飲食等を組み合わせた高付加価値
ホスピタリティ商品

東京2020オリンピック公式ホスピタリ
ティパッケージ販売用特設サイト

東京2020オリンピック公式
観戦ツアー

国内航空券やホテルなどが付いた観戦ツアー
パッケージ

ＫＮＴーＣＴホールディングス（株）
（株）JTB
東武トップツアーズ（株）

学校連携観戦プログラム 全国の小中高生等を対象とした観戦プログラム
東京2020組織委員会からプログラム案内
を都道府県へ送付予定
※一般販売はありません。

※上記チケット以外に、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プログラム企画については別途検討中です。



公式リセールサービス

チケットを買ったけど来場ができなくなってしまった方のために、公式リセール
サービスをご用意いたします。

リセール出品者

チケットを購入したが、何らかの
理由で、観戦できなくなった方

東京2020
公式チケット販売サイト内
公式リセールサービス

購入者

チケット購入したい方
出品申込

・ 2020年春頃からサービス開始予定
・ 公式チケット販売サイト以外で、観戦チケットをリセールすることはできません。
公式チケット販売チャネル以外から、絶対にチケットを購入しないで下さい。
・ 東京2020公式リセールサービスに出品されるチケット価格は定価となります。
・ リセールが成立した場合、リセール出品者から成約手数料を頂戴する予定です （詳細検討中）
・ 公式リセールサービスの詳細は、決まり次第別途お知らせいたします。

購入申込



チケット不正転売防止について

・ 公式販売チャネルでの購入の啓蒙活動
公式販売チャネル（公式チケット販売サイト、公式チケット販売所、公式販売事業
者）以外から、チケットは購入できません。
国民の皆さまが、不正転売や詐欺行為等の被害にあわないよう、関係機関とも連携し
ながら、啓蒙活動を行っていきます。

・ 法律の制定
2018年12月に「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」が成立し、2019年6月14日に施行されます。
オリンピック・パラリンピック大会のチケットの不正転売は、法律によって禁止されます。
（※違反者には1年以下の懲役か100万円以下の罰金、または両方を科されます。）



TOKYO 2020 IDの登録

公式チケット販売サイトでのチケッ
ト購入の際には、TOKYO 2020 ID
の登録が必要になります！

大会関連情報もお届けしますので、
是非お早めにご登録ください。

TOKYO 2020 ID の登録
STEP

１ メールアドレスを確認

登録するご自身
のメールアドレ
スを確認してく
ださい。

STEP

アカウント情報を入力

必要事項を入力し、
仮登録メールを送信してください。

STEP

ID登録完了

仮登録メール内の「2020ID
を本登録する」をクリックし
登録完了。

３

２

４

また
は

で検索

TOKYO 2020 IDの登録者数は160万人(※2月11日時点)を突破しました！



東京都と共催する
「東京2020ライブサイト等基本計画」について
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・岩手県 ・宮城県 ・福島県 ・熊本県

２ 被災地 東京2020ライブサイト

東京2020ライブサイト等実施会場／東京都・被災地会場候補地
１ 都内

① 東京2020ライブサイト
区部拠点会場 都立代々木公園

多摩拠点会場 都立井の頭恩賜公園

② ターミナル駅周辺 東京2020ライブサイト

・高輪ゲートウェイ駅前用地
（東日本旅客鉄道株式会社との連携事業）

・池袋西口公園
・東京都庁舎

③
都のパブリックビューイングを
核とする盛り上げ会場

区部拠点会場
・都立日比谷公園
・都立上野恩賜公園

多摩拠点会場 多摩地域会場（１か所検討中）

④
組織委員会が中心となって展開する
盛り上げエリア

臨海部（青海・有明地区等）

○ 世界中からの多数の観戦客等を迎える広域的な会場
○ 各会場特有の状況を踏まえ、実施内容・運営にメリハリ

※今後、都と組織委員会は、各会場にふさわしい実施内容・運営についてさらに検討し、
関係者の意見を踏まえ、年度内に「東京2020ライブサイト等基本計画」を決定



東京2020ライブサイト概要

開催
期間

・東京2020ライブサイトの区部・多摩拠点会場については、以下を基本に実施する
オリンピック期間 ：2020年7月24日（金）～8月9日（日）合計17日間
パラリンピック期間：2020年8月25日（火）～9月6日（日）合計13日間

・その他の会場の詳細な開催期間は、今後検討・調整する

開催
時間

・競技が多く実施される時間帯（午前10時から午後9時頃）を中心に、会場の特性等
に合わせて今後検討・調整する

実施
内容

・競技中継、競技体験、ステージイベント、大会パートナー出展、
飲食・休憩エリア 等

留意点 ・セキュリティ計画、暑さ対策、アクセシビリティ等、安全・安心で円滑なライブ
サイト運営が行えるよう、関係各所と調整していく



⼤会時体制への移⾏について

2019年2⽉15⽇

資料２－５



＜現状＞
特⾊・課題

• 競技会場 43会場＋選⼿村・IBC・MPC
• 競技数 55競技（オリ33、パラ22）。新競技・新種⽬も新たに加わっている
• オリンピックパークが無く、都⼼部・広域で開催
• 暑さ・台⾵といった⽇本特有の課題

あと500⽇余
• 本格的なベニュー化への移⾏
• 6⽉からテストイベントが開始
• 2020年に⼊ると実施中⼼。この⼀年でどこまで準備が出来るのかが勝負。

これまでの局別・FA別の計画の具体化・緻密化が⼀層進むことに加え、各ベ
ニュー・競技ごとに計画を策定。
⇒ レディネスフェーズへ



レディネスについて

位置について ⇒ よーい（Ready) ⇒ ドン！



＜対応＞
レディネスフェーズで、必要なこと

• FA軸に会場軸が加わり、セグメントが増加 → 全体の⼀元化、情報の共有化
• 時間が迫る → 調整・意思決定の迅速化
• 「本番を想定した」準備 → レディネスの意識と実⾏、

⼤会本番時との連続性

レディネスフェーズで、なすべきこと
1. ⿃瞰図（ビッグピクチャー）の作成とマクロの進捗管理
2. 本番を⾒据えたレディネスプログラム（OPR※）と、その⼀環としての

テストイベントの実施
3. 情報の共有と迅速な調整と意思決定のための新たな会議体の設置
4. ⼤会時の幹部―MOC※－各会場―各FA (＋都・国) の枠組みづくり

※OPR（Operational Readiness）… 机上訓練・テストイベントなどの演習
※MOC（Main Operation Centre) … ⼤会運営本部



１．鳥瞰図（ビックピクチャー）の作成とマクロの進捗管理
○ 趣旨

• 各FA×ベニュー化のセグメント化を進める⼀⽅で、⽅向感を失わないよう、
全体像の把握が必要。

• 同時に、全体として整合性ある運営となるよう、マクロの進捗管理が必要。

○ 実施事項
各FAのスケジュールをまとめた統合カレンダーの作成の上、

1. エグゼクティブレベルでの全体像の把握

2. マクロの進捗管理 *ミクロのイシュー管理は別途

3. 各アクションの意義づけの明確化と職員のモチベーション向上



２．本番を⾒据えたレディネスプログラム(OPR)と、その⼀環としてのテストイベント(TEM)
等について

OPR・テストイベントについて、以下取り組みを⾏うことで、義務的な作業ではなく、
⼤会成功に向けた意義のあるものにしていく。
• 全体を俯瞰し、関連部局が過不⾜なく関係しているか、全体として適切な

訓練・テストが⾏われているかをチェック
• 趣旨説明を通じ、スタッフの問題意識を喚起し、モチベーションを醸成
• PDCAサイクル
 Plan︓演習計画の基本フォーマットの決定（シナリオ作成等）
 Do︓実施状況の進捗管理
 Check︓モニタリングを⾏い、関係者に結果をフィードバック
 Action︓Wave１の知⾒をWave２に、テストイベントの知⾒を本番に。
 テストイベントMOC︓各テストイベントの運営状況・情報を⼀元化し、モニター。



３．情報の共有と迅速な調整と意思決定のための新たな会議体の設置について
• ⼤会運営に関するもの︓各FAからのイシューと、各べニューからのイシューの突合せ
⼤会時のMOCと同様 ＋ レディネス意識の醸成

⇒ 名称“MOCミーティング”
• 運営に関する個別の課題について、期限内に、具体的な解決策を得るエンジン。
• ❶各べニュー・FAに委ねるもの、❷本ミーティングで⽅針を固めるもの、

❸総⻑・副総⻑の判断に委ねるべきものを峻別。
組織委全体として、情報共有を⽬的とする場と、判断を⾏う場を明確化。

• 週⼀回の開催。メンバーの階層は局⻑級、部⻑級。準備段階が進捗するにつれ、
より実務レベルへシフト



４．⼤会時の幹部―MOC－各会場―各FA (＋都・国) の枠組みづくりについて
１︓現時点での主な具体的論点は以下の通り。

• MOCと各会場、各FCC、エグゼクティブ、外部との関係
• 上申基準、広報体制、緊急時の体制（インシデント・クライシス）、警備関連
• 予算をはじめ、⼤会期間中の会場への委譲 等

２．上記検討を踏まえ、中間報告を策定。
３．中間報告を踏まえ、テストイベント時のMOCの在り⽅を検討。

→ 6⽉よりテストイベント
４．テストイベント時の経験を踏まえ、再度上記中間報告をリバイス。

→ 来年4⽉の本格稼働

５．考慮すべきポイント
• パラリンピック、7⽉24⽇開会式、聖⽕リレー、都や国との関係、

ラグビーワールドカップ2019
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IPC理事会、IOC-Tokyo2020ミーティング

2019年2月15日

資料３－１



（１）IPC理事会概要
１ 開催日 2019年1月25日（金）～27日（日）

※ 東京のプレゼンは1月25日

２ 場 所 ロンドン（イギリス）

３ 出席者
IPC側 アンドリュー・パーソンズ会長、

（チャビ）ハビエル・ゴンザレスCEO、山脇理事
東京側 布村副事務総長

４ 内 容 東京大会の進捗についてのプレゼン等
組織委員会全体の進捗状況／ガバナンス／財務／宿泊／
選手村／輸送／運営計画の統合／
コミュニケーション＆エンゲージメント／コマーシャル＆放送



（２）IOC-Tokyo2020ミーティングの概要

１ 開催日 2019年1月31日（木）～2月1日（金）

２ 場 所 虎ノ門オフィス

３ 出席者
IOC側 ギラディIOC調整委員会副委員長、同委員、スタッフ ほか
東京側 森会長、遠藤会長代行、各副会長、

武藤事務総長、
各副事務総長、
東京都、政府、JOC、JPC ほか



（2）IOC-Tokyo2020ミーティングの概要（続き）
４ 内 容 課題・イシューに議論をフォーカス
＜1月31日（木）＞
〇フォーカスグループセッション
天候対策／NOC運転方針、選手村居住棟NOCスペース、
チームウェルカムセレモニー、遠隔地競技会場周辺の宿泊(自転車・サーフィン)／
スポーツプレゼンテーション、競技イベントスケジュール／道路交通、公共交通、バス契約
アーバンクラスター＆サーフィンフェスティバル／会場／メインダイニング／
大会関係者の在留許可とビザ手続／関係者チケットプログラム、一般チケットプログラム、
関係者チケット割当、主要大会関係者向けホスピタリティプログラム

＜2月1日（金）＞
〇フォーカスグループセッション
テストイベントの進め方／水質／テストイベントのエンゲージメント・チケット戦略／
デジタルプラットフォーム／大会時体制への移行
〇ラップアップ＆クロージング



クリストフ・デュビ エグゼクティブディレクターからのコメント（要旨）

〇 2日間に渡って、集中的に議論を行った。

〇 今の段階で必要なことは、詳細な情報を

ステークホルダーに伝えていくため、非常に

実務的なレベルで議論していくことである。

〇 今後数か月で詳細を詰めていかなければ

ならないが、非常に生産性の高い関係を構築

することができており、組織委員会を信頼し

ている。



TOPパートナー及び東京2020スポンサー

2019年2月15日
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ＴＯＰパートナー（平成31年2月12日時点）
パートナー カテゴリー

1 Coca-Cola ノンアルコール飲料

2 Alibaba クラウド・インフラストラクチャー/クラウド・サービス/Eコマース・プラットフォーム・サービス

3 Atos インフォメーションテクノロジー

4 Bridgestone
タイヤ/タイヤ・自動車サービス/自転車(電動・モーターアシスト除く)/
免震ゴム・樹脂配管システム等の化工品

5 Dow Chemical 化学品及び原料

6 GE
発電・送配電システム/医療用画像診断・情報システム/照明機器およびシステム/
輸送管理システム/鉄道輸送システム/航空機エンジン/オイル＆ガス設備/水処理システム

7 Intel プロセッサー/シリコンプラットフォーム/ドローン（パブリックセーフティ目的のドローンを除く）

8 OMEGA
時計（例：腕時計、置時計、公式カウントダウンクロック）/計時システム・サービス/
電子計時/計測/スコアボードシステム・サービス

9 Panasonic
テレビ/PC/放送用・プロ用を含む音響・映像機器/AV記録メディア/カーナビゲーションシステム/
関連のカーエンターテイメント機器/AVセキュリティ関連機器/白物家電/電動自転車

10 P&G パーソナルケア/家事製品

11 Samsung ワイヤレスコミュニケーション機器/タブレット及びその周辺機器/携帯電話

12 TOYOTA モビリティ （車両、モビリティサービス、モビリティサポートロボット）

13 VISA 決済システム

※上記は全て、日本国内のカテゴリー



発表日 企業名 カテゴリー

１ 平成27年1月26日(月) 日本電信電話株式会社（NTT） 通信サービス

２ 1月27日(火) アサヒビール株式会社 ビール＆ワイン

３ 2月18日(水) キヤノン株式会社 スチルカメラおよびデスクトップ・プリンター

４
2月19日(木) 日本電気株式会社（NEC） パブリックセーフティ先進製品（生体認証、行動検知・解析、

ドローン）、ネットワーク製品（SDN、有線ネットワーク、
無線ネットワーク）

５ 2月19日(木) 富士通株式会社 データセンターハードウェア

６ 3月18日(水) ＪＸＴＧエネルギー株式会社 石油、ガス、電気供給

７
3月20日(金) 東京海上日動火災保険株式会社 損害保険

８ 3月20日(金) 日本生命保険相互会社 生命保険

９ 3月25日(水) 野村ホールディングス株式会社 証券

10 4月6日(月) 株式会社アシックス スポーツ用品（スポーツアパレル及び競技用具）

11
4月14日(火) 株式会社みずほフィナンシャル

グループ
銀行

12
4月14日(火) 株式会社三井住友フィナンシャル

グループ
銀行

13 4月20日(月) 三井不動産株式会社 不動産開発

14 10月16日(金) 株式会社明治 乳製品、菓子

15 11月26日(木) 株式会社LIXIL 住宅設備部材及び水回り備品

東京2020スポンサー
（平成31年2月12日時点）

○ゴールドパートナー



発表日 企業名 カテゴリー

1 ※ Atos インフォメーションテクノロジー

2 ※ OMEGA 時計（例：腕時計、置時計、公式カウントダウンクロック）、
計時システム・サービス、電子計時、計測、
スコアボードシステム・サービス

3 平成28年3月10日(木) Bridgestone タイヤ、タイヤ・自動車サービス、
自転車(電動・モーターアシスト除く)、
免震ゴム・樹脂配管システム等の化工品

４ 平成28年8月25日(木) Panasonic テレビ、ＰＣ、放送用・プロ用を含む音響・映像機器、
AV記録メディア、カーナビゲーションシステム、
関連のカーエンターテイメント機器、AVセキュリティ関連機器、
白物家電、電動自転車、福祉関連商品（福祉用バスルーム、
福祉用洗面台、Theシャワー、福祉用ホームエレベーター）、
パワーアシストスーツ

５ 平成29年6月12日(月) TOYOTA モビリティ（車両、モビリティサービス、モビリティサポートロボット）、
リハビリテーションロボット、ウエラブルロボット

６ 平成30年8月24日(金) P&G パーソナルケア及びハウスホールドケア製品

７ ※ Alibaba クラウド・インフラストラクチャー/クラウド・サービス/Eコマース・
プラットフォーム・サービス

8 平成30年12月25日(火) Coca-Cola ノンアルコール飲料

※アトス、オメガは、マーケティングプラン契約（東京2020とIOCの間で2014年11月14日に締結）において、
東京パラリンピック競技大会の権利を付与されることが定められている。
※アリババは、IOCとの契約において、東京パラリンピック競技大会の権利を付与されることが定められている。

○パラリンピックゴールドパートナー
IOCと契約するオリンピックTOPパートナーのうち、東京2020パラリンピック競技大会の権利を取得しているパートナー

東京2020スポンサー
（平成31年2月12日時点）



発表日 企業名 カテゴリー

1 平成27年6月15日(月) 全日本空輸株式会社 旅客航空輸送サービス

2 6月15日(月) 日本航空株式会社 旅客航空輸送サービス

3 7月27日(月) 東京ガス株式会社 ガス・ガス公共サービス

4 8月10日(月) ヤマトホールディングス株式会社 荷物輸送サービス

5 8月20日(木) 日本郵政株式会社 郵便

６ 10月20日(火) セコム株式会社 セキュリティサービス＆プランニング

７ 10月20日(火) 綜合警備保障株式会社 セキュリティサービス＆プランニング

８ 平成28年1月22日(金) 株式会社読売新聞東京本社 新聞

９ 1月22日(金) 株式会社朝日新聞社 新聞

10 1月22日(金) 株式会社日本経済新聞社 新聞

11 1月22日(金) 株式会社毎日新聞社 新聞

12 2月24日(水) TOTO株式会社 水回り備品

13 2月29日(月) 三菱電機株式会社 エレベーター、エスカレーター、
ムービングウォーク

14 3月28日(月) 味の素株式会社 調味料、乾燥スープ、アミノ酸ベース顆粒、
冷凍食品、コーヒー豆、インスタントコーヒー／
粉・顆粒

15 3月31日(木) ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社 旅行業務およびナショナルトリップホスピタリ
ティーサービス

○オフィシャルパートナー(1/2)

東京2020スポンサー
（平成31年2月12日時点）



発表日 企業名 カテゴリー

16 平成28年3月31日(木） 株式会社JTB 旅行業務およびナショナルトリップホスピタリティー
サービス

17 3月31日（木） 東武トップツアーズ株式会社 旅行業務およびナショナルトリップホスピタリティー
サービス

18 4月15日（金） キッコーマン株式会社 ソース（しょうゆ含む）、酢、みりん、料理酒

19 4月27日（水） 株式会社エアウィーヴ 寝具

20 6月7日（火） 東京地下鉄株式会社 旅客鉄道輸送サービス

21 6月7日（火） 東日本旅客鉄道株式会社 旅客鉄道輸送サービス

22 6月9日（木） シスコシステムズ合同会社 ネットワーク製品

23 6月23日（木） 日清食品ホールディングス株式会社 カップ麺、袋麺、チルド麺、冷凍麺

24 7月5日(火) イー・エフ・エデュケーション・
ファースト・ジャパン株式会社

語学トレーニング

25 7月29日（金） 大和ハウス工業株式会社 施設建設＆住宅開発

26 10月31日（月） 大日本印刷株式会社 印刷サービス

27 10月31日（月） 凸版印刷株式会社 印刷サービス

28 平成29年5月30日（火） 株式会社リクルート 人材サービス＆オンライン学習及び
教育サービス

29 10月27日（金） アース製薬株式会社 家庭用殺虫剤、虫よけ、肥料、培養土及び
除草剤

30 平成30年2月6日（火） 久光製薬株式会社 外用鎮痛消炎剤

○オフィシャルパートナー(2/2)

東京2020スポンサー
（平成31年2月12日時点）



発表日 企業名 カテゴリー

1 平成30年1月1日(祝） 株式会社産業経済新聞社 新聞

2 1月1日（祝） 株式会社北海道新聞社 新聞

3 1月17日（水） 株式会社パソナグループ 人材サービス

4 4月13日（金） 丸大食品株式会社 ハム、ソーセージ、ウインナー、ベーコン、魚肉ソー
セージ、かまぼこ、ローストポーク、スペアリブ

5 6月4日（月） 株式会社乃村工藝社 内部空間・展示空間のデザイン、設計、施工

6 8月3日（金） パーク２４株式会社 駐車場サービス

7 8月30日（木） コクヨ株式会社 オフィス家具 & 文具

8 10月3日（水） 株式会社ＥＣＣ オフライン語学トレーニングサービス

9 10月11月（木） 株式会社ＡＯＫＩホールディングス ビジネス&フォーマルウェア

10 10月17日（水） 清水建設株式会社 施設建設・土木

11 12月3日（月） オットーボック 治療用医療器具、リハビリ及びモビリティーヘルス
ケア製品（義肢、装具、車いす含む）、外骨格装
置
※パラリンピック権利のみ

12 12月6日（木） 株式会社モリサワ フォントデザイン & 開発サービス

13 12月14日（金） Aggreko Events Services Japan 
株式会社

仮設電源サービス

○オフィシャルサポーター

東京2020スポンサー
（平成31年2月12日時点）



1   Tokyo 2020 Olympic Games チケット価格一覧 ※価格は変更となる場合があります。 

 

Olympic Games Tokyo 2020
チケット価格⼀覧

2019 年１⽉ 
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2   Tokyo 2020 Olympic Games チケット価格一覧 ※価格は変更となる場合があります。 

 

TOKYO2020 Olympic Ticket pricing 

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 

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  

決勝 ⼥⼦ ¥45,000 ¥36,000 ¥17,500 ¥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  

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

決勝 男⼥ ¥30,500 ¥24,500 ¥12,500 ¥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    

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  

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

⽔泳（⽔球） 東京⾠⺒国際⽔泳場 

予選 男⼥ ¥10,000 ¥8,000 ¥3,000   

準々決勝 男⼥ ¥12,500 ¥10,000 ¥4,500   

準決勝/3 位決定戦 男⼥ ¥14,500 ¥11,500 ¥4,500   

決勝 男⼥ ¥18,000 ¥14,500 ¥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     

決勝 男⼥ ¥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 

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

午前決勝 ※1 男⼥ ¥30,000 ¥21,000 ¥16,000 ¥8,000 ¥5,000 

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

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

陸上競技（マラソン） オリンピックスタジアム 決勝 男⼦ ¥6,000 ¥4,000 ¥2,500   

陸上競技（競歩） 皇居外苑 決勝 男⼥ チケット販売はいたしません。 

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  

準々決勝/準決勝/3 位

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

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

野球 

福島あづま球場 予選 

男⼦ 

¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000  

横浜スタジアム 

予選 ¥15,500 ¥12,000 ¥8,000 ¥4,000  

ノックアウトステージ ¥23,000 ¥18,000 ¥12,000 ¥6,000  

準決勝 ¥31,000 ¥24,000 ¥16,000 ¥8,000  

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

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

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  

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

準決勝/3 位決定戦 ¥72,000 ¥57,500 ¥36,500 ¥11,800  

決勝 ¥108,000 ¥60,500 ¥41,500 ¥18,800  

予選 

⼥⼦ 

¥10,000 ¥8,000 ¥5,000 ¥3,000  

準々決勝 ¥18,000 ¥14,500 ¥9,500 ¥6,000  

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

決勝 ¥45,000 ¥36,000 ¥17,500 ¥8,000  

バスケットボール（3x3） ⻘海アーバンスポーツパーク 

予選 男⼥ ¥11,000 ¥8,000 ¥3,000   

準々決勝 男⼥ ¥15,000 ¥10,000 ¥5,000   

準決勝 男⼥ ¥16,000 ¥12,000 ¥7,000   

決勝 男⼥ ¥18,000 ¥15,000 ¥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   

決勝 男⼥ ¥10,000 ¥7,000 ¥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   

決勝 男⼥ ¥9,500 ¥5,800 ¥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    

決勝 男⼥ ¥10,000 ¥5,000    

⾃転⾞競技（BMX レーシング） 有明アーバンスポーツパーク 
準々決勝 男⼥ ¥5,500 ¥3,000    

決勝 男⼥ ¥12,500 ¥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     

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    

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   

⾺術（⾺場⾺術） ⾺事公苑 
予選 男⼥ ¥6,500 ¥5,000 ¥3,000   

決勝 男⼥ ¥16,000 ¥11,000 ¥5,500   

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

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

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

決勝 男⼥ ¥16,000 ¥11,000 ¥5,500   
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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 

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

決勝 男⼥ ¥11,500 ¥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  

札幌ドーム ¥9,800 ¥6,500 ¥5,500 ¥3,000  

茨城カシマスタジアム ¥9,800 ¥6,500 ¥5,500 ¥3,000  

横浜国際総合競技場 ¥9,800 ¥6,500 ¥5,500 ¥3,000  

宮城スタジアム ¥9,800 ¥6,500 ¥5,500 ¥3,000  

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

宮城スタジアム 

準々決勝 

¥21,000 ¥12,800 ¥7,500 ¥5,800  

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

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

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

茨城カシマスタジアム 
準決勝 

¥30,500 ¥17,500 ¥12,500 ¥7,500  

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

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

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

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

東京スタジアム 

予選 (2 試合) 

¥8,000 ¥6,000 ¥4,000 ¥3,000  

札幌ドーム ¥8,000 ¥6,000 ¥4,000 ¥3,000  

宮城スタジアム ¥8,000 ¥6,000 ¥4,000 ¥3,000  

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

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

宮城スタジアム 

準々決勝 

¥15,500 ¥8,000 ¥6,000 ¥4,000  

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

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

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

茨城カシマスタジアム 
準決勝 

¥21,000 ¥12,800 ¥7,500 ¥5,800  

横浜国際総合競技場 ¥21,000 ¥12,800 ¥7,500 ¥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  

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

ゴルフ 霞ヶ関カンツリー倶楽部 
予選 男⼥ ¥7,000     

決勝 男⼥ ¥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    

決勝 男⼥ ¥72,000  ¥36,500  ¥11,800    

体操（新体操） 有明体操競技場 

予選 ⼥⼦ ¥12,000  ¥9,500  ¥4,000    

決勝 ⼥⼦ ¥36,000  ¥17,500  ¥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    

ハンドボール 国⽴代々⽊競技場 

予選 男⼥ ¥9,500  ¥5,800  ¥3,500    

準々決勝 男⼥ ¥10,000  ¥7,000  ¥4,000    

準決勝 男⼥ ¥11,500  ¥7,800  ¥5,500    

3 位決定戦 男⼥ ¥12,800  ¥8,000  ¥5,500    

決勝 男⼥ ¥20,000  ¥12,800  ¥7,500    

ホッケー ⼤井ホッケー競技場 

予選 男⼥ ¥4,000  ¥2,500     

準々決勝 男⼥ ¥7,500  ¥4,500     

準決勝/3 位決定戦 男⼥ ¥9,500  ¥5,000     

決勝 男⼥ ¥10,000  ¥6,000     

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

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

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

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

東京スタジアム 決勝 男⼥ ¥4,000  ¥2,500     

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

決勝 男⼥ ¥9,500  ¥5,800  ¥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   

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

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

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

予選 ⼥⼦ ¥7,500  ¥5,000  ¥4,000  ¥2,500   
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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 

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

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

決勝 ¥14,500  ¥9,500  ¥6,000  ¥4,500   

セーリング 江の島ヨットハーバー 

予選 男⼥ ¥3,000      

決勝 男⼥ ¥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      

決勝 
(クレー /  

ライフル＆ピストル) 
男⼥ ¥4,000      

予選＆決勝 
(ライフル＆ピストル) 

男⼥ ¥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     

決勝 ⼥⼦ ¥8,000  ¥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   

横浜スタジアム 

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

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

３位決定戦  ¥18,000   ¥14,500   ¥8,000   ¥4,000   

決勝  ¥25,500  ¥20,000   ¥12,800   ¥7,500   

スポーツクライミング ⻘海アーバンスポーツパーク 
予選 男⼥ ¥5,000  ¥3,000     

決勝 男⼥ ¥12,500  ¥6,000     

サーフィン  釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ 予選/決勝 男⼥ ¥3,000     

卓球 東京体育館 

予選 男⼥ ¥9,800  ¥6,500  ¥3,500    

準々決勝 男⼥ ¥12,800  ¥8,000  ¥5,500    

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

決勝 男⼥ ¥36,000  ¥17,500  ¥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    

決勝 男⼥ ¥9,500  ¥6,500  ¥5,000    

テニス 

有明テニスの森 

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

有明テニスの森 

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

有明テニスの森((コート 2) 予選 男⼥ ¥12,000  ¥9,500     

有明テニスの森 

 (コート 3-11) 
予選/準々決勝 男⼥ ¥3,000      
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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 

※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。 

 

【注意事項】 

※2019 年 1 ⽉ 30 ⽇時点の情報となります。 

※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。 

 

 

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 

有明テニスの森 

 (センターコート) 
準々決勝/準決勝 男⼥ ¥20,000  ¥16,800  ¥12,800  ¥7,500   

有明テニスの森 

 (コート 1) 
準々決勝/準決勝 男⼥ ¥20,000  ¥16,800  ¥12,800    

有明テニスの森 

 (コート 2) 
準々決勝/準決勝 男⼥ ¥20,000  ¥16,800     

有明テニスの森 

 (コート 1) 
準決勝/3 位決定戦 男⼥ ¥24,500  ¥17,500  ¥8,000    

有明テニスの森 

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

トライアスロン お台場海浜公園 決勝 男⼥ ¥8,000  ¥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   

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

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

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

準々決勝 男⼥ ¥14,500  ¥9,500  ¥6,000    

準決勝 男⼥ ¥20,000  ¥12,800  ¥7,500    

決勝 男⼥ ¥45,000  ¥24,500  ¥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     

決勝 男⼥ ¥12,800  ¥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   

決勝 男⼥ ¥45,000  ¥36,000  ¥17,500  ¥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  

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  
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