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東京2020オリンピック聖火リレーは走る人だけでなく、
みんなが参加できる聖火リレー。
みなさまからの希望を聖火に託して、
聖火は福島から全国47都道府県を巡ります。
神聖な炎に、みんなの想いが加わった、熱く明るい聖火。
誰もが参加できて、心までつながっていく、
「みんなのオリンピック聖火リレー」です。



東京2020聖火リレー公式アンバサダーからメッセージが届きました！

Message From 
Official Ambassadors 
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東京2020オリンピック聖火リレーについて学ぼう！

福島県
3/25(木)-3/27(土)

1
栃木県

3/28(日)-3/29(月)

2
群馬県

3/30(火)-3/31(水)

3
長野県

4/1(木)-4/2(金)

4
岐阜県

4/3(土)-4/4(日)

5
愛知県

4/5(月)-4/6(火)

6
三重県

4/7(水)-4/8(木)

7

愛媛県
4/21(水)-4/22(木)

14
高知県

4/19(月)-4/20(火)

13
香川県

4/17(土)-4/18(日)

12
徳島県

4/15(木)-4/16(金)

11
大阪府

4/13(火)-4/14(水)

10
奈良県

4/11(日)-4/12(月)

9
和歌山県

4/9(金)-4/10(土)

8

大分県
4/23(金)-4/24(土)

15
宮崎県

4/25(日)-4/26(月)

16
鹿児島県

4/27(火)-4/28(水)

17
沖縄県

5/1(土)-5/2(日)

18
熊本県

5/5(水)-5/6(木)

19
長崎県

5/7(金)-5/8(土)

20
佐賀県

5/9(日)-5/10(月)

21

兵庫県
5/23(日)-5/24(月)

28
鳥取県

5/21(金)-5/22(土)

27
岡山県

5/19(水)-5/20(木)

26
広島県

5/17(月)-5/18(火)

25
島根県

5/15(土)-5/16(日)

24
山口県

5/13(木)-5/14(金)

23
福岡県

5/11(火)-5/12(水)

22

京都府
5/25(火)-5/26(水)

29
滋賀県

5/27(木)-5/28(金)

30
福井県

5/29(土)-5/30(日)

31
石川県

5/31(月)-6/1(火)

32
富山県

6/2(水)-6/3(木)

33
新潟県

6/4(金)-6/5(土)

34
山形県

6/6(日)-6/7(月)

35

山梨県
6/26(土)-6/27(日)

42
静岡県

6/23(水)-6/25(金)

41
宮城県

6/19(土)-6/21(月)

40
岩手県

6/16(水)-6/18(金)

39
北海道

6/13(日)-6/14(月)

38
青森県

6/10(木)-6/11(金)

37
秋田県

6/8(火)-6/9(水)

36

神奈川県
6/28(月)-6/30(水)

43
千葉県

7/1(木)-7/3(土)

44

7/4(日) -7/5(月)

45
埼玉県

7/6(火)-7/8(木)

46
東京都

7/9(金)-7/23(金)

47

1

1.1 Schedule スケジュール
東京2020オリンピック聖火リレーは2021年3月25日に福島県を出発し、
聖火ランナーの皆様一人一人の手によって日本全国を回ります。
そして121日間をかけて繋がれた聖火は、
7月23日、開会式へと届けられます！

走行場所は事前にウェブサイトで確認しておきましょう！
https://tokyo2020.org/ja/torch/route/



Olympic torch 聖火リレートーチ

東京2020オリンピック聖火リレーについて学ぼう！1

東京2020オリンピック聖火リレーで用いるトーチは、 
日本人に最もなじみ深い花である桜をモチーフとしています。
2021年3月、桜の季節の訪れとともに、オリンピック聖火は
「Hope Lights Our Way / 希望の道を、つなごう。」という
東京2020オリンピック聖火リレーのコンセプトと一体となり、
日本全国を巡ります。

1.2



東京2020オリンピック聖火リレーについて学ぼう！1

東京2020オリンピック聖火ランナーユニフォームのデザインは、
一人一人の聖火ランナーによって紡がれた1本の希望の道が、
聖火によって照らされ、オリンピック本番へ向かっていく様を、
胸の中央にあしらった東京2020オリンピック聖火リレーエンブレムを
起点に、大会ルックの市松模様を介して、
背中のオリンピックシンボルにつなげることによって表現しています。
斜めがけのデザインは、神事に起源を持ち、
日本で開催されるリレーで伝統的に使用される襷（たすき）を
モチーフとし、日本らしさと同時に聖火リレーに対する敬意と
大会成功への祈念を込めています。

Uniform ユニフォーム1.3



東京2020オリンピック聖火リレーについて学ぼう！1

Terminology 聖火リレーで使われる言葉

コレクションポイント(CP)
聖火ランナーの当日の集合場所。オリエンテーション会場や更衣室も兼ねる。

出発式
第1区間(該当日の一番最初の区間)の最初の聖火ランナー出発時に、
聖火をトーチへ点火するセレモニー。

トーチキス
前走の聖火ランナーが次の聖火ランナーへ聖火を受け渡すこと。

トーチキスポイント
前走の聖火ランナーが次の聖火ランナーへ聖火を受け渡すポイント。

セレブレーション
各日の最終到着地において、聖火の到着を祝うセレモニー。
最終聖火ランナー到着前には、ステージプログラムや展示ブースが展開される。

ミニセレブレーション
区間内で行われるセレモニー。

スロット
各聖火ランナーに割り当てられた走行場所。

1.4



聖火ランナーとしての特別な一日2

走行当日までの主な流れ

聖火ランナー決定から聖火リレー本番までの主な流れは以下の通りです。3次連絡以降はそれぞれの走行日によって
東京2020オリンピック聖火ランナーデスクから皆様の登録されたメールアドレスに連絡が来ることになります。忘れずチェックしてくださいね！
※2020年12月に正式通知された方のスケジュールです。1月以降に正式通知を受け取った方には、適宜下記連絡を行います。

1次連絡

2次連絡

走行スロット、走行時間の目安／走行当日の詳細スケジュール／
集合場所（コレクションポイント）／
服装、持ち物など走行にあたっての注意事項など／

正式通知／走行の「都道府県」「日程」／
走行意思の最終確認／ユニフォームサイズ／
保護者の同意書に関するご案内 ※未成年者の方のみ／
今後のスケジュール

3次連絡

走行の「市区町村」「日程」「時間帯」／
当日スケジュールの概略／トーチ購入の具体的な方法／
聖火ランナーハンドブック（本資料）／
1次連絡からのアップデート情報／
オリエンテーション映像のご案内 など

3次連絡と同様のご案内4次連絡

2020/12

2021/1

2021/2

2021/3
走行2週間前までに

順次ご連絡

走行3日前までに
順次ご連絡

※3次連絡から内容変更がある場合は併せてご案内いたします

DAY BOOK（トーチキスポイントの場所や
走行予定時間の詳細情報など）のご案内
※掲載するウェブサイトのご案内を想定しております

聖火リレー当日

2.1



O K N G

一日の最初に実施される出発式から始まり、聖火ランナーの皆様がご自身に割り当てられたスロットを聖火で繋ぎ、
その日の最終地点であるセレブレーション会場へと運びます。

ユニフォーム以外に走行時に着用可能なもの・着用できないもの

※着用可能なものであっても当日スタッフの判断で着用をお断りする場合があります。

※詳細は下記ページよりご確認ください。

※走行時は原則マスクなしで走行いただきますが、ご希望の場合は着用してご走行いただけます。
　（走行時以外はマスクの着用をお願いいたします）
　但し、ブランドロゴやキャラクター、メッセージ等をあしらったマスクは、着用して走行することはできません。 

メガネ 帽子

首掛けタオル

マフラー・
ネックウォーマー

リュック・ポーチ

手ぶくろ・グローブ

襟元のつまった
インナー

サポーター イヤリング・ピアス・
ネックレス・ブレスレットなど

指輪
腕時計

聖火ランナーユニフォーム着用規定
https://tokyo2020.org/ja/torch/about/otr-regulations

サングラス
※原則、走行時は外していただきますが、
　特別な事情がある場合のみ

※怪我などのサポートの場合のみ
※華美になりすぎない範囲で

聖火リレーにおける1日の流れ2.2

当日の持ち物2.3

聖火リレー 1日の流れ（6 区間の場合のイメージ）

出発式 ミニセレブレーション セレブレーション

第1区間

区間内をトーチキスで
聖火をつなぐ

※出発式とミニセレブレーションは、実施されない場合もございます。

身分証明書（免許証、パスポート等） ※

インナー（白・ベージュ等、必要に応じてお持ちください）

走行に適した運動靴

マスク
※詳細は「2.4 本人確認に必要な身分証明書の種類について」をご確認ください

健康管理チェックシート

第1
スロット

第2～5区間 第6区間(最終区間)

第６区間（最終区間）まで
区間ごとに聖火リレーを実施

2 聖火ランナーとしての特別な一日



全ての聖火ランナーは走行当日にコレクションポイントにて本人確認をおこなっていただく必要があります。
以下に留意して必要な身分証明書をご持参ください。なお、聖火ランナーご本人以外の方が代理走行することはできません。

運転免許証 マイナンバーカード
（通知カードは不可）

写真付き身体障害者手帳
など

パスポート

宅地建物取引士証

写真付き
住民基本台帳カード

在留カード、
特別永住者証明書
（外国籍の方）

1点で良いもの

A B
・健康保険被保険者証
・国民健康保険被保険者証
・船員保険被保険者証
・介護保険被保険者証
・共済組合員証
・後期高齢者医療被保険者証
・国民年金手帳（証書）
・厚生年金保険年金手帳（証書）
・船員保険年金手帳（証書）
・共済年金証書
・恩給証書
・印鑑登録証明書と印鑑　など

以下 A  と B  から1点ずつ、または A  を2 点ご提示いただければ
公的身分証明書とみなします。2 点必要なもの

・学生証（写真付き）
・生徒手帳（写真付き）
・会社等の身分証明書（写真付き）
・公の機関が発行した資格証明書（写真付き）

※ 「公の機関」とは、国の機関、都道府県庁、
 区市町村役場や国、地方公共団体の行政監視又は
 行政監察の対象となっている機関など

A B

公的な身分証明書は、本人の顔写真がついているものを原則とします。
※写真貼り替え防止措置がなされているもの。

顔写真がある身分証明書は、以下「1点で良いもの」の中から1点をご提示いただきます。

顔写真のない身分証明書の場合は、以下「２点必要なもの」の中から２点ご提示いただきます。

いずれの場合も期限が有効なものをご持参ください。

本人確認に必要な身分証明書の種類について2.4

2 聖火ランナーとしての特別な一日



聖
火
リ
レ
ー

10:00

12:02

13:55

13:00

12:30

13:35

14:10

13:15

12:30

10:30

11:58

11:45

12:00

12:03

11:15

聖火ランナーとして走行 およそ２分

以下はリレー走行当日の流れのイメージです。集合～解散まではおよそ4~5 時間程度を予定しております。

当日の集合～解散までの流れ2.5

※走行する場所によって拘束時間・スケジュールは前後いたします。

例）12:00 に走行する聖火ランナーの一日（イメージ）　※時刻は目安です

ご自宅からコレクションポイントまで移動（公共交通機関をご利用ください）

オリエンテーション映像／聖火ランナーハンドブック／ユニフォーム着用規定等の事前確認

コレクションポイントから走行区間へバスで移動

バスで走行路に到着
トーチキスポイントで降車しスタンバイ

1スロット前の聖火ランナーからトーチキスで聖火を引き継ぐ

（スタッフの案内があるまでトーチキスをした地点で待機）
次の聖火ランナーへトーチキスで聖火を引き継ぐ

バスに乗り込み、区間の最後の聖火ランナーが乗り込むまで車内で待機
該当区間の全聖火ランナーの走行が終了。区間の最後の聖火ランナーが乗車
区間の全聖火ランナーでコレクションポイントへバスで移動
※走行区間によって徒歩等で移動する場合もあります

※走行区間によって徒歩等で移動する場合もあります

※オリンピック聖火ランナー証明書は後日送付とさせていただきます。

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
ポ
イ
ン
ト

コレクションポイントに帰着

（更衣）

公式インタビュー、報道各社からのインタビューへのご協力

トーチ事前購入者へのトーチの引き渡し

預け入れた手荷物の受け取り

終了～解散

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
ポ
イ
ン
ト

事
前

 本人確認　  走行同意書の確認　  聖火ランナーユニフォームのお渡し～更衣

3次連絡で案内された指定の時刻にコレクションポイントに集合

 走行までの流れ　  諸注意　  手荷物の預け入れなど

オリエンテーション・出発準備

トーチの購入を希望される方
は別途事前のお手続きが必
要です。

URL: https://tokyo2020.org/ja/torch/about/otr-torchkiss
トーチキスポーズに困ったら、推奨ポーズを参考にしてみましょう！
前後の聖火ランナーとどんなトーチキスポーズをとるか相談しましょう
詳細は「3.1 推奨トーチキスポーズ」を参照してください

思い思いの
トーチキスポーズを

してみましょう！

沿道の人に手を
振ってみましょう！

2 聖火ランナーとしての特別な一日



聖火ランナーの皆様の安全と円滑な聖火リレー運営のため、下記注意事項へのご協力をお願いいたします。
ルールを守って東京2020オリンピック聖火リレーを一緒に盛り上げましょう！

当日は時間に余裕をもってお越しください。
ご案内する集合時間に遅刻した場合は聖火ランナー資格が取り消される場合があります。

やむを得ない理由で走行を辞退される場合、または当日の緊急連絡などは、
東京2020オリンピック聖火ランナーデスクへご連絡ください。

コレクションポイントまでは公共交通機関又は各自ご手配の交通手段でお越しください。

写真・動画撮影を禁止させていただくエリアがあります。
スタッフの指示に従っていただきますよう、ご協力をお願いいたします。
また、SNS投稿については、良識の範囲内でご対応をお願いいたします。

車いすでご参加の聖火ランナーの方はコレクションポイントから走行スロットまでの往復は
組織委員会のウェルキャブ車でのご案内を予定しています。
※場合により、ウェルキャブ車を使用できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

注意事項2.6

コレクションポイントやバス、走行路内は、原則聖火ランナー以外の方の入場は禁止です。
※特別な事情がある場合は、個別に聖火ランナーデスクまでお問い合わせください。

聖火ランナーは一人での走行が原則ですが、介助者が必要な聖火ランナーの方は
事前に登録済の１名の介助者と共に聖火リレーにご参加いただけます。
聖火ランナーとご一緒に受付までお越しください。
事前登録した介助者以外は、コレクションポイントには入れませんのでご注意ください。

ユニフォームは全体のデザインが隠れず、形が崩れないようにご着用ください。
聖火ランナーユニフォームの詳細については着用規定をご覧ください。

※特別な事情がある場合は、個別に聖火ランナーデスクまでお問い合わせください。

聖火ランナーユニフォーム着用規定
https://tokyo2020.org/ja/torch/about/otr-regulations

ご自身以外の聖火ランナーを本人の許可なく撮影することはできません。
記念撮影等も必ず相手の方の承諾を得てください。

2 聖火ランナーとしての特別な一日



注意事項2.6

組織委員会は、観覧客・聖火ランナー・運営スタッフをはじめとする聖火リレー関係者と地域住民双方の感染防止に努め、安全・安心な東
京2020オリンピック聖火リレーを実現するため、以下の新型コロナウイルス感染症対策を実施します。

その他、聖火リレーにおける新型コロナウイルス感染症への対策については、公式ウェブサイトに掲載しております。
感染予防への取組にご協力いただきますようお願いいたします。

東京2020オリンピック聖火リレーの新型コロナウイルス感染症対策

①　３密（密閉・密集・密接）の回避
②　飛沫感染・接触感染防止
③　殺菌・消毒の徹底

④　体調管理・確認の徹底
⑤　広報・周知の徹底
⑥　陽性者・体調不良者発生時等の対応計画の作成

■ 聖火ランナーの遵守事項

（1） 実施前の体調管理・行動管理の遵守
・実施２週間前から当日までの間、会食をしない、密集する場所への外出を避けるなど、新型コロナウイルス感染 
 リスクの高い行動はご遠慮ください。
・実施２週間前から当日までの間、体調管理チェックシート（東京2020組織委員会公式ウェブサイトにて掲載）へ 
 の記入をお願いします。
・体調が悪い場合や感染が疑われる場合（※）は、速やかに、保健所や診療所に報告･相談をお願いします。
・保健所及び診療所との相談により新型コロナウイルス感染の可能性があり、ＰＣＲ検査等を受診することが決まった 
 際は、速やかに組織委員会へご連絡ください。その上で、ＰＣＲ検査が陽性だった場合は、検査結果を速やかに 
 組織委員会に報告し、参加を見合わせていただきますようお願い申し上げます。（陰性の場合は、体調の回復状 
 態を踏まえ、判断させていただきます。）
・走行時点において緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が実施されている都道府県又は市区町村に居住して 
 おり、都道府県境を越えて走行する聖火ランナーについては、走行１週間前以内のPCR検査又は抗原定量検査 
 を推奨します。検査費用については組織委員会が負担します。
・海外から日本に入国する聖火ランナーについては、その時点における日本政府の入国管理方針に従っていただき 
 ます。

（2） 実施当日の遵守事項
・当日、体調が悪い場合や感染が疑われる場合（※）は、速やかにご連絡の上、参加はお見合わせください。
・受付時の検温と手指消毒にご協力ください。体温が37.5度以上あり、日陰で一定時間休んで再度検温しても 
 37.5度以上の発熱がある場合は、参加を見合わせていただきますようお願い申し上げます。
・体調管理チェックシートのご提出をお願いします。記載内容に不備がある場合や、事実と相違がある場合等は、 
 参加を見合わせていただく場合があります。
・マスクを着用ください。（ただし、走行時においては、一定の距離を確保した上で、マスクを着用しないことを 
 可能とします。）
・受付時や、バスの車内における大声での会話は、お控えください。
・聖火リレー実施後２週間以内に、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、医療機関に相談の上、組織委員会 
 に速やかにご報告ください。

・平熱を超える発熱
・咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状
・だるさ（倦怠（けんたい）感）、息苦しさ（呼吸困難）
・嗅覚や味覚の異常
・体が重く感じる、疲れやすい等
・新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触が 
 ある場合

・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
・過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を 
 必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との 
 濃厚接触がある場合
・聖火ランナー、出演者・パフォーマー、運営スタッフについ 
 ては、体調管理に応じない、または適切に健康管理がされ 
 ていないと判断した場合

※体調が悪い場合や感染が疑われる場合

東京 2020 組織委員会公式ウェブサイト　新型コロナウイルス感染症対策について
https://tokyo2020.org/ja/torch/about/secure-and-safe

2 聖火ランナーとしての特別な一日



男性
身長170cm

100mm
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危険範囲

ポジションマーク

聖火ランナーの皆様には、聖火の灯ったトーチを掲げて走行していただきます。安全な走行の為、以下の点に注意した走行のご協力をお願
いいたします。なお、走行中の注意事項は当日のオリエンテーションでもご説明させていただきます。

トーチに装着されているボンベの操作はすべてスタッフが行います。

トーチは走る直前にスタッフよりお渡しいたします。

髪が肩に届くほどの長さの方は、走行時の安全上の観点から髪を結んでください。

トーチキスの時以外はトーチを垂直に立てて持ちましょう。

走行後トーチはスタッフが回収いたします。事前購入をされた方へは冷却後に改めてお渡しいたします。

大会エンブレムのある面（ポジションマークのある面）が正面です。
前から見たときにエンブレムが見えるようにトーチを持ってください。

アタッチメント詳細
https://tokyo2020.org/ja/torch/about/otr-regulations

燃焼中のトーチの取扱上の注意

危険範囲に触れたり近づいたりしないよう、トーチは下図のようにポジションマークを正面にし、
指が触れるように握ってください。
走行中はポジションマークがあごの高さにくるまでトーチを掲げてください。

2

走行中はトーチは上向きにしっかり持ち、45°以上傾けないでください。5

トーチを持つ際、中央部から上は熱くなるので絶対に触れないでください。3

人、動物、建物、物などに聖火を向けたり近づけないでください。6

火口をのぞき込んだり、手を触れたりかざしたりしないでください。7

中央部から上の赤い範囲（下図）は、炎や熱気が及ぶ可能性があるため大変危険です。
燃える恐れのあるものは絶対にこの危険範囲に入れないでください。

1

トーチの下部からは燃焼のための空気を吸い込んでいるので塞がないようにしてください。4

2 31 4

走行中のトーチの持ち方2.7

走行時にトーチは、安全のため持ち手をあごより上の高さまで上げて走行してください。
※特別な事情がある場合は、聖火ランナーデスクまでお問合せください。

聖火リレー走行時、車いすをご利用の方など、トーチを手に持って走行することが難しい方のために、
トーチの保持をサポートするアタッチメントをご用意しております。
※車いすの形状等によってはアタッチメントでのご対応が難しい場合もございます。詳しくは聖火ランナーデスクにご相談ください。

2 聖火ランナーとしての特別な一日



トーチ受け渡し場所

ご自身が集合・解散する
コレクションポイント

価格

¥71,940-（税込）

購入方法

２次連絡で別途ご案内
※当日購入は受けつけておりません

Visa決済 / 金融機関口座振込
※振込手数料は購入者様負担となります。

お申込み方法

聖火リレートーチ購入サイト
（インターネット）

お支払い方法 付属物

トーチケース

・購入したトーチの転売は固くお断りします。
・購入したトーチを営利目的や宣伝目的で展示・使用することは固くお断りします。
・トーチの事後発送は行いません。購入希望の方は当日お持ち帰りいただくことになります。
・トーチの購入について、選出された団体・企業からご連絡がいく場合がございますので、ご承知おきください。

トーチ購入に関するご注意

トーチは、神聖な聖火を運ぶために特別に作られた希少なものです。聖火ランナーは走行した特別な記念として、聖火ランナー自身が
使ったトーチをご購入いただくことが可能です。ご購入を希望される場合には、事前購入手続きをお済ませください。当日の購入は受
け付けておりません。
なお、購入されたトーチは、お帰りの際にコレクションポイントにてお渡しいたします。詳細は本ハンドブックと合わせてご案内して
いる「トーチ購入の具体的な方法」をご確認ください。

トーチ購入について2.8

2 聖火ランナーとしての特別な一日



ヒラヒラ

ヒラヒラ

映像は公式ウェブ
サイトでチェック!

①トーチキス

①トーチキス

②二―・ゼロ ③二― ④ゼロ

③Lights（ライツ）②Hope（ホープ） ④Our（アワー） ⑤Way（ウェイ）

2020ポーズ

Hope Lights Our Wayポーズ

ニー ニーゼロ

アワー ウェイライツホープ

ゼロ

東京 2020 聖火リレー公式アンバサダー　
サンドウィッチマン
伊達みきおさん（お笑いタレント）
富澤たけしさん（お笑いタレント）

東京 2020 聖火リレー公式アンバサダー
石原さとみさん（女優）
田口亜希さん（パラリンピアン）

左手で「0」
をつくる

右手で「2」
をつくる

足を開いて
「2」を表現

ひざを少し曲げて
「0」を表現

ボールを
投げるポーズ

ボールをキャッチ
するポーズ

手をまわす 手でトーチを
示しながら
トーチキス

聖火ランナーが次の聖火ランナーに聖火を受け渡すことをトーチキスといいます。トーチキスの際に聖火ラン
ナーは自身を表現するような想い想いのポーズをとることができます。前後の聖火ランナーと相談して、素敵
なポーズで聖火をつなぎましょう。どんなポーズをとったらよいか困った方に向けて、東京2020組織委員会は、
東京 2020 オリンピック聖火リレーコンセプトである「Hope Lights Our Way ／希望の道を、つなごう。」を
体現するポーズを 2 種類制作しました。ぜひチャレンジして、自分にピッタリなポーズを見つけてみよう！

※飛沫防止のため、実際には声は出さずにポーズをとってください

※飛沫防止のため、実際には声は出さずにポーズをとってください

推奨トーチキスポーズ3.1

3 聖火リレーをより楽しむためのポイント



東京2020オリンピック聖火リレーには以下の公式 SNSがあります。聖火リレーに関する様々な情報を投稿しますので、ぜひフォローいた
だきシェア・リツイート・リグラム等の盛り上げをお願いします！

公式 Twitter1

公式 Instagram2 https://www.instagram.com/tokyo2020seika/

https://twitter.com/tokyo2020seika

東京 2020 聖火リレー公式 SNS3.2

営利目的の投稿や、宣伝は行えません。また、所属企業や営利団体のアカウントによる聖火リレーに関す
る投稿（リツイート等含む）はご遠慮ください。※東京 2020オリンピック聖火リレーパートナーは除く

一緒に写る人に撮影と投稿の了承を取ってから撮影・投稿をしましょう！

自分以外の聖火ランナーを含む、第三者の個人情報や機密情報に関する投稿は決して行わないでください。

撮影禁止区域での撮影は行えません。

SNS を使用するときの注意事項

投稿の参考例は以下です。

■ 走行日前

・聖火リレーへの意気込み　　
・聖火リレーを通じて伝えたい想い
・延期となった時の想い、これまでの取り組み　　
・自身が走る自治体の紹介・想い　など

■ 走行日当日

走行前には「本日の意気込み」とともに
・コレクションポイント、バス移動中にて聖火リレーへの直前の準備の様子
・自撮りや、聖火ランナー同士での撮影　　
・路上にて現場の様子、トーチを持った自撮り　など

走行後には「本日の感想」とともに
・トーチを持っての撮影　　
・自撮りや、聖火ランナー同士での撮影　など

■ 走行日以降

・当日の様子や、証明書を撮って投稿　など

聖火リレーを走られる当日やその前後に、「#みんなの聖火リレー」「#聖火ランナー」「#聖火リレー」「#Tokyo2020」
をつけて、皆様の聖火リレーへの想いを、様々な画像や映像とともに投稿して一緒に聖火リレーを盛り上げましょう！
公式 SNSからのいいね！やリツイート・リグラムをさせていただく場合があります。

《SNS投稿のお願い》

3 聖火リレーをより楽しむためのポイント



※セレブレーション会場は今後変更になる可能性があります。

セレブレーション会場では、最終聖火ランナー到着前に、ステージプログラムやブース出展が行われます。聖火ランナーの皆様に
よって繋がれた聖火は、その日の最終到着地であるセレブレーション会場へと届けられます。ぜひ、ご家族やご友人など大切な人
たちと一緒に聖火の到着をお祝いしましょう！
各日のセレブレーション会場の詳しい情報はウェブサイトでご確認ください！
※最終区間を走行する聖火ランナーの方々はセレブレーションに参加できない可能性があります。

東京 2020 オリンピック聖火リレー公式ウェブサイト
https://tokyo2020.org/ja/torch/route/

セレブレーションに参加しよう！3.4

走行意思の確認時に「取材に協力します」とご回答いただいた聖火ランナーの皆様には、走行後コレクションポイントにて、公式イ
ンタビューチームと報道各社の要望に応じてインタビュー取材のお声がけをさせていただく場合がございます。あらかじめご了承く
ださい。
※スケジュールの都合上、当日の取材人数は変動いたします。

広報活動へのご協力3.3

3 聖火リレーをより楽しむためのポイント



個人情報については、応募時および走行意思の確認の際に同意いただいた以下の事項をもとに取り扱います。

東京2020組織委員会は、取得した聖火ランナーに関する個人情報について、
ランナー募集時の募集要項及び東京2020組織委員会の個人情報保護方針

（https://tokyo2020.org/jp/privacy-policy/）
に従って取り扱います。

聖火ランナーの個人情報は、東京2020オリンピック聖火リレー及び東京2020 大会の実施運営
並びにオリンピックムーブメントや将来のオリンピックのため、各都道府県実行委員会、関連自治
体、関連政府機関、東京2020オリンピック聖火リレープレゼンティングパートナー、メディア、国
際オリンピック委員会及び日本オリンピック委員会その他東京2020組織委員会が指定する者に
対して提供される場合があります。

ご提供いただいた応募動機、自己 PR、推薦理由、都道府県との関わり、「皆さまの想いをお聞か
せください」でご回答いただいた内容などの提供いただいた情報に係る知的財産権（著作権法第
27条および第28条の権利を含みます。）は、聖火ランナーもしくはその代理人に対する金銭の支
払や、これらの者から別途許諾を要することなく、東京2020組織委員会が単独で権利を保有しま
す。また、聖火ランナーは、これらの情報について保有する一切の権利（著作権法第27条および
第28条の権利を含みます。）を東京2020組織委員会に移転するとともに、その著作者人格権を
東京2020組織委員会又は東京2020組織委員会が指定する者に対して行使しないことに同意い
ただきます。

ご提供いただいた応募動機、自己 PR、推薦理由、都道府県との関わり、「皆さまの想いをお聞か
せください」でご回答いただいた内容などの情報に、家族や知人等のご本人以外の個人情報が含
まれている場合には、これらの方が、上記の個人情報の取扱いに同意いただいていることも併せて
ご確認ください。

個人情報の取り扱いについて4.1

聖火ランナーに係る個人情報（肖像、氏名または通称名、性別、居住都道府県・市区町村、生年月
日、国籍、職業、応募動機、自己PR、推薦理由、走行都道府県との関わり、走行日時・場所、「皆さ
まの想いをお聞かせください」でご回答いただいた内容など）は、上記の目的のため、東京2020
組織委員会、各都道府県実行委員会、関連自治体、聖火リレーを報道するメディア、東京2020オ
リンピック聖火リレーパートナー、その他東京2020組織委員会の指定する者を通じてテレビ、新
聞、雑誌、インターネット、SNS等の各種媒体において公表される場合があります（公表に際して
は内容を一部編集させていただく場合があります）。

4 その他



No. 質問 回答

1 決定後にキャンセルはできますか？

やむを得ない場合は走行を辞退することはできますが、本人に代わり別の人を出走させる
こと（代理出走）はできません。何らかの理由で走行不可となった場合、やむを得ない事態
が発生した時点で、できる限り早く東京2020オリンピック聖火ランナーデスクにご連絡く
ださい。

2

聖火リレーが中止や延期になることはありま
すか？
その場合聖火ランナーにどのように連絡さ
れますか？

災害、荒天、事件・事故など、やむを得ない理由により、当日のリレー実施を中止または変
更する場合があります。その際は原則として、聖火ランナーご本人のメールアドレスへご連
絡いたします。

3
聖火ランナーになったことを公表してよいで
すか？

ぜひご家族やご友人の方々にもご報告してください。一緒に聖火リレーを盛り上げましょ
う！ただし、聖火ランナーとして走ることを、宗教的・政治的な目的や私的な宣伝・PR 行為
に利用することはできません。また、所属企業や営利団体などが公表することはお控えく
ださい。
※東京2020オリンピック聖火リレーパートナー、学校法人、非営利団体は除く

4
テレビなどのメディアから事前に取材を受け
ることはありますか？

応募時および走行意思の確認時に同意いただいた事項に基づき、事前に取材等を受けて
いただく可能性があります。

5 盲導犬や聴導犬と走ることはできますか？ 必要に応じて、盲導犬や聴導犬のような身体障がい者補助犬とともに走行することは可能
です。

6
介助者はだれでもよいのですか？選定基準
はありますか？

介助者の年齢は、聖火ランナーと同様、2008年4月1日以前に生まれた方とし、政治・宗
教に関わる規定についても、聖火ランナーの基本応募要件に準ずるものとします。介助者
は事前に登録頂く必要があります。ご登録いただいていない方は、介助者として認められ
ませんのでご注意ください。

7 走る場所までの交通費は自己負担ですか？
走行当日の集合場所までの往復交通費（宿泊が必要な場合はそれも含む。）は、基本的には
参加者の自己負担となります。やむを得ない理由等により、当日のリレー実施が中止となっ
た場合でも、ご負担いただいた費用を返金・補償することはできませんのでご了承ください。

8 当日の服装や靴に指定はありますか？

走行当日、聖火ランナーユニフォームとして、シャツ（長袖または半袖）、ズボン（長ズボン
または半ズボン）を支給します。ユニフォーム以外のシャツ、ズボンの着用・持ち込みはで
きません。ユニフォームに、靴は含まれておりませんので、各自スポーツシューズをご用意
ください。聖火ランナーユニフォームの詳細については着用規定（2.6 注意事項）をご覧く
ださい。

9 着ぐるみなど仮装して走ってもよいですか？ ユニフォーム以外の帽子、シャツ、ズボンなどの着衣の着用・持ち込みはできません。

10
聖火リレー当日までにオリエンテーションは
ありますか？

走行当日以外のオリエンテーションの実施は予定しておりませんが、2次連絡でご案内して
いるオリエンテーション映像を走行前に必ずご視聴いただくようお願いします。また、必要
な情報は聖火ランナーご本人へ送らせていただきますので随時ご確認ください。

11 当日、本人確認はどのように行いますか？
走行当日に免許証、パスポート等の本人確認書類を提示していただきます（「2.4 本人確認
に必要な身分証明書の種類について」参照）。本人確認が取れない場合は、走行していた
だけない場合がありますので必ずご持参ください。

12
集合から解散まで、家族が同行することは可
能ですか？

聖火ランナーは、集合場所（コレクションポイント）に現地集合、現地解散していただきま
す。コレクションポイント内の特定エリアやバス等へはご家族・ご友人であっても同行する
ことはできません。集合後は、原則、聖火ランナーのみで行動していただきます。ご家族
の待機場所等はご用意しておりません。ただし、事前に登録頂いた介助者は入場可能です。

13
聖火リレーの様子を生中継・生配信する予
定はありますか？

NHKのウェブサイトでのライブストリーミング配信を予定しています。ご家族・ご友人の
方も視聴できますのでぜひご案内ください！

14 自撮りをしながら走ってもいいですか？ 携帯電話の持ち込みは可能ですが、走行中は安全確保のため、自撮りして走行することは
できません。撮影禁止区域及び運営に支障がない走行場所以外での撮影は可能です。

15 ユニフォームの一般販売はありますか？ 販売はございません。

よくあるご質問4.2

4 その他



いよいよ3月25日から

東京2020オリンピック聖火リレーが

スタートします！

笑顔と希望があふれる

素敵なリレーにしましょう！！

皆様にとって聖火ランナーとしての一日が

特別なものになりますように



Visa NEC

東京 2020オリンピック聖火リレープレゼンティングパートナー

東京 2020オリンピック聖火リレーサポーティングパートナー

東京 2020オリンピック聖火リレーアソシエーティングパートナー

https://team.cocacola.jp/

https://www.panasonic.com/jp/home.html https://eneos-seika-2020.jp/ https://www.ana.co.jp/hbhf/

https://jpn.nec.com/ad/2020/index.htmlhttp://www.visa.com/

https://www.japanpost.jp/tokyo2020/otr.html https://www.flyforit.jp/

https://tokyo2020.torch-relay.toyota.jp/ https://seika.nissay-cp.jp/ https://2020.ntt/jp/tokyo/torch/ 


