
・江の島ヨットハーバー ｐ

・伊豆会場（伊豆ベロドローム、伊豆マウン

テンバイクコース） ｐ

・富士スピードウェイ ｐ

・福島あづま球場 ｐ

・札幌ドーム ｐ

・宮城スタジアム ｐ

・茨城カシマスタジアム ｐ



【江の島ヨットハーバー】会場周辺交通対策図

本資料の記載内容は今後、追加・変更の可能性がある。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載。
荒天等により規制日時が変更になる場合がある。

【2021.1】①進入禁止エリア②通行規制エリア

片瀬江ノ島駅前広場
規制期間：２０２１年７月２５日～８月５日（調整中）
規制内容：通過交通は通行禁止 ※１
規制時間：時間規制 ※２

湘南港臨港道路（江の島入口交差点～聖天島公園前）
規制期間：２０２１年７月中旬～８月上旬
規制内容：通過交通は通行禁止（車道） ※１
規制時間：終日規制

すばな通り
規制期間：２０２１年７月２５日～８月５日（調整中）
規制内容：通過交通は通行禁止 ※１
規制時間：時間規制 ※２

※1 通行規制エリアについては、居住者に加え、業務や施設利用等、
所用のある車両は、通行できるよう検討中。

※2 競技時間前後を含めた時間帯で、交通規制の実施を検討中。

凡 例
進入禁止エリア（セキュアペリメーター）
通行規制エリア（会場直近対策）
大会ルート

2



広域 【伊豆会場】会場周辺交通対策図

※通行規制区間及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

凡 例

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

通行規制区間（会場直近対策）

大会ルート（関係者輸送ルート）

迂回

右左折
抑制

迂回

①進入禁止エリア②通行規制エリア

伊豆会場

大仁中央IC

修
善
寺
道
路

迂回

伊
豆
ス
カ
イ
ラ
イ
ン

亀石峠

修善寺駅

右左折
抑制

右左折
抑制

右左折
抑制

迂回

本資料の記載内容は今後、追加・変更の可能性がある。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載。
荒天等により規制日時が変更になる場合がある。

【2021.1】
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詳細 【伊豆会場】会場周辺交通対策図

※ 通行規制区間については、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

①進入禁止エリア②通行規制エリア

伊豆サイクルスポーツセンター管理道路
規制期間：競技日

オリンピック ２０２１年７月２６日～７月２７日・８月２日～８月８日
パラリンピック２０２１年８月２５日～８月２８日

規制内容：大会関係車両等並びに観客シャトルバス等以外通行禁止
規制時間：オリンピック期間中 午前６時００分から午後９時００分までの間

パラリンピック期間中 午前７時００分から午後７時００分までの間

県道19号

伊豆市道
規制期間：競技日

オリンピック ２０２１年７月２６日～７月２７日・８月２日～８月８日
パラリンピック２０２１年８月２５日～８月２８日

規制内容：大会関係車両等並びに観客シャトルバス等以外通行禁止
規制時間：オリンピック期間中 午前６時００分から午後９時００分までの間

パラリンピック期間中 午前７時００分から午後７時００分までの間

伊豆会場

田原野

凡 例

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

通行規制区間（会場直近対策）

大会ルート（関係者輸送ルート）

本資料の記載内容は今後、追加・変更の可能性がある。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載。
荒天等により規制日時が変更になる場合がある。

【2021.1】
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広域 【富士スピードウェイ】会場周辺交通対策図

※ 迂回エリアについては、居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

①進入禁止エリア③迂回エリア(トラフィックペリメーター)

富士スピードウェイ

迂回

迂回

※ 上記対策の他、競技ルート及びルート周辺において、交通規制を検討。（男子・女子ロードレース、個人タイムトライアル）

凡 例

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

迂回エリア（トラフィックペリメーター）

大会ルート（関係者輸送ルート）

競技ルート（男子ロードレース）

コース進行

迂回
迂回

迂回

迂回
迂回

本資料の記載内容は今後、追加・変更の可能性がある。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載。

【2021.1】
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詳細 【富士スピードウェイ】会場周辺交通対策図

※ 迂回エリアについては、居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

①進入禁止エリア③迂回エリア(トラフィックペリメーター)

富士スピードウェイ

県道147号

※ 上記対策の他、競技ルート及びルート周辺において、交通規制を検討。（男子・女子ロードレース、個人タイムトライアル）

本資料の記載内容は、今後、追加・変更の可能性がある。

凡 例

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

迂回エリア（トラフィックペリメーター）

大会ルート（関係者輸送ルート）

競技ルート（男子ロードレース）

コース進行

本資料の記載内容は今後、追加・変更の可能性がある。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載。

【2021.1】
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広域 【福島あづま球場】会場周辺交通対策図

7

会場周辺交通対策図

※通行規制エリアは、大会関係車両や一部の居住者等を除き通行不可。

福島あづま球場

凡 例
進入禁止エリア（セキュアペリメーター）
通行規制エリア（会場直近対策）
迂回エリア（トラフィックペリメーター）
大会ルート

本資料の記載内容は今後、追加・変更の可能性がある。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載。
荒天等により規制日時が変更になる場合がある。

①進入禁止エリア②通行規制エリア③ 迂回エリア（トラフィックペリメーター） 【2021.2】

迂回

迂回

迂回

迂回

迂回

迂回

迂回エリア（トラフィックペリメーター）

案内看板や広報等により会場直近を通り抜けしようとする車両の迂回を促すエリア

E4



【福島あづま球場】会場周辺交通対策図

福島市道
規制期間：２０２１年７月下旬
規制内容：通過交通は通行禁止 ※１
規制時間：時間規制 ※２

※１ 通行規制エリアは、大会関係車両や一部の居住者等
を除き通行不可。

※２ 競技時間前後を含めた時間帯で、交通規制の実施
を検討。

①進入禁止エリア②通行規制エリア

本資料の記載内容は今後、追加・変更の可能性がある。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載。
荒天等により規制日時が変更になる場合がある。

【2021.1】

福島あづま球場

凡 例
進入禁止エリア（セキュアペリメーター）
通行規制エリア（会場直近対策）
迂回エリア（トラフィックペリメーター）
大会ルート
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【札幌ドーム】会場周辺交通対策図

※ 通行規制区間及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

③ 迂回エリア（トラフィックペリメーター）

札幌ドーム

迂回

迂回

迂回

迂回

迂回

凡 例
進入禁止エリア（セキュアペリメーター）
迂回エリア（トラフィックペリメーター）
大会ルート

本資料の記載内容は今後、追加・変更の可能性がある。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載。

【2021.1】
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【宮城スタジアム】会場周辺交通対策図

【2021.1】③迂回エリア（トラフィックペリメーター）

凡 例
進入禁止エリア（セキュアペリメーター）
通行規制区間（会場直近対策）
迂回エリア（トラフィックペリメーター）
大会ルート

利府しらかし台IC

※通行規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

本資料の記載内容は今後、追加・変更の可能性がある。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
荒天等により規制日時が変更になる場合がある。
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【宮城スタジアム】会場周辺交通対策図

【2021.1】①進入禁止エリア ②通行規制エリア

※通行規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

利府しらかし台IC

県道２７０号線
規制期間：競技日（7/21,24,27,28,30,31）
規制内容：通過交通は通行禁止（車道）
規制時間：試合開始３時間前～試合終了２時間後

県道２６０号線
規制期間：競技日（7/21,24,27,28,30,31）
規制内容：通過交通は通行禁止（車道）
規制時間：試合開始３時間前～試合終了２時間後

施設内道路（泉口）
規制期間：常時閉鎖（イベント時のみ開放）
規制内容：大会関係車両以外通行禁止
規制時間：終日

施設内道路（沢乙口）
規制期間：常時閉鎖（イベント時のみ開放）
規制内容：大会関係車両以外通行禁止
規制時間：終日

施設内道路（正面ゲート）
規制期間：競技日（7/21,24,27,28,30,31）
規制内容：大会関係車両以外通行禁止
規制時間：終日

凡 例
進入禁止エリア（セキュアペリメーター）
通行規制エリア（会場直近対策）
大会ルート
セキュアペリメーター外の規制内容
迂回エリア（トラフィックペリメーター

県道３号線
規制期間：競技日（7/21,24,27,28,30,31）
規制内容：通過交通は通行禁止（車道）
規制時間：試合開始３時間前～試合終了２時間後

本資料の記載内容は今後、追加・変更の可能性がある。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
荒天等により規制日時が変更になる場合がある。

11

E6



【茨城カシマスタジアム】 案会場周辺交通対策図

※通行規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

茨城カシマスタジアム

※ 会場直近対策（通行規制）に

ついては、次ページを参照。

0 1km

Ｎ

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図
(国土基本情報20万)及び基盤地図情報を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）

鹿島神宮駅

鹿島サッカースタジアム駅

凡 例

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）
通行規制エリア（会場直近対策）
迂回エリア（トラフィックペリメーター）
大会ルート

迂回

迂回

迂回

迂回

迂回

迂回

迂回

本資料の記載内容は今後、追加・変更の可能性がある。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載。
荒天等により規制日時が変更になる場合がある。
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①進入禁止エリア②通行規制エリア

国道51号
規制期間：競技日各日
規制内容：通過交通は通行禁止 ※１
規制時間：時間規制 ※２

凡 例
進入禁止エリア（セキュアペリメーター）
通行規制エリア（会場直近対策）
大会ルート
通行規制エリア内の規制内容

鹿嶋市道0114号線
規制期間：競技日各日
規制内容：通過交通は通行禁止 ※１
規制時間：時間規制 ※２

鹿嶋市道0218号線
規制期間：競技日各日
規制内容：通過交通は通行禁止 ※１
規制時間：時間規制 ※２

鹿嶋市道6383号線
規制期間：競技日各日
規制内容：通過交通は通行禁止 ※１
規制時間：時間規制 ※２

茨城県管理道路及び鹿嶋市管理道路
規制期間：競技日各日
規制内容：通過交通は通行禁止 ※１
規制時間：時間規制 ※２

国
道
12
4号

鹿島サッカースタジアム駅
茨城カシマスタジアム

【茨城カシマスタジアム】会場周辺交通対策図 案

本資料の記載内容は今後、追加・変更の可能性がある。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載。
荒天等により規制日時が変更になる場合がある。

※１ 通行規制エリアは、大会関係車両や一部の居住を除き通行不可。
※２ 競技時間前後を含めた時間帯で、交通規制の実施を検討。
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