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注

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の
安全・安心な開催に向けて準備を進めています！

ボクシング競技 日本代表選手

オリンピック競技コード パラリンピック競技

オリンピック・パラリンピック各競技スケジュールは、
東京2020組織委員会のホームページからご覧ください

（右のコードを読み取ることでも接続可）。

＊いずれも7月6日時点の情報です。
　最新情報は、区ホームページをご覧ください
　（右のコードを読み取ることでも接続可）。

開催日程
東京2020オリンピック
7月23日（祝）～8月8日（祝）

［開会式］7月23日（祝） 午後8時～
［閉会式］8月 8日（祝） 午後8時～
○史上最多33競技・339種目を
　42の競技会場で開催

東京2020パラリンピック
8月24日（火）～9月5日（日）

［開会式］8月24日（火） 午後8時～
［閉会式］9月 5日（日） 午後8時～
○22競技・539種目を
　21の競技会場で開催

すみだは国技館でボクシング
墨田区では、ボクシング競技が実施され国技館が競技会場になっています。

　オリンピックの精神とは、スポーツを通じて心身を向上させ、文化や国籍など様々な違いを乗り越え、友情、連帯感、フェ
アプレーの精神をもって、平和でよりよい世界の実現に貢献することです。そして近年では従来のテーマである「スポーツ」
と「文化」に「環境」が加わり、オリンピックは世界中の人々が地球環境について考える機会にもなりました。
　史上初の延期となった東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が間もなく開催されます。安全・安心な大会
となるよう組織委員会、国、都と緊密な連携の下、新型コロナウイルス感染症対策を実施し、準備を進めています。

［問合せ］オリンピック・パラリンピック室オリンピック・パラリンピック係☎5608－1445

ボクシング競技開催概要
［競技日程］7月24日（土）～8月8日（祝）　＊8月2日（月）を除く
［実施階級］男子8階級、女子5階級
　＊区総合体育館は、ボクシングの公式練習会場となるため、以下の期間は利用できません。

［メインアリーナ／サブアリーナ、会議室］7月4日（日）～8月14日（土）［武道場］7月5日（月）正午～8月14日（土）
　＊競技会場周辺では通行規制が行われます。通行規制については4面をご覧ください。

ボクシング
日程

7 月 8 月
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8
水 祝 祝 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 祝

予選 決勝等

岡澤 セオン 選手
（男子ウェルター級）

森脇 唯人 選手
（男子ミドル級）

田中 亮明 選手
（男子フライ級）

成松 大介 選手
（男子ライト級）

入江 聖奈 選手
（女子フェザー級）

並木 月海 選手
（女子フライ級）
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聖火がすみだを駆け抜ける！ Share Your Light　
あなたは、きっと、誰かの光だ

パラリンピック聖火リレー 区内の走行ルート情報および交通規制

　7月9日（金）から23日（祝）に都内（島しょ地域除く）で予定していた東京2020オリンピック聖火
リレーは、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、公道走行が中止になりました。
　これに伴い、19日（月）に予定していた区内の公道走行やミニセレブレーション、走行ルート等の
交通規制も中止されます。

パラリンピック聖火リレーって？
　「新たな出会いから生まれる光を集めて、みんなが調和し、活

い
かし合う社会を照らし出そう。」という想

おも
いが込められており、ま

たパラリンピック聖火リレーを通じて、多様な、そして社会の中で誰かの希望や支えとなっている光（人）が集まり、出会うことで、
共生社会を照らす力としようという想いを表現しています。
　聖火は、8月12日から全47都道府県で採火され、イギリスのストーク・マンデビルで採火された炎とともに、8月20日に開催都市・
東京で行われる集火式にて統合、東京2020パラリンピック聖火となり、翌8月21日から東京のまちをリレーで駆け抜け、8月24日
の開会式に届けられます。

▶パラリンピック聖火リレー　▶走行日　8月21日（土）

出発予定時刻 出発地 到着予定時刻 到着地

午後2時12分 都立墨田特別支援学校 午後2時43分 すみだ福祉保健センター前

▶聖火ビジット〝東京2020パラリンピック聖火（東京都の火）がすみだにやってくる“
　都内の区市町村で採火され、東京都集火式でひとつになった「東京2020パラリンピック聖火（東京都の火）」を展示します。
　［日時］8月20日（金）　詳細な時間が決まり次第、区ホームページでお知らせします。［場所］社会福祉法人興望館（京島1－11－6）
　　なお、8月20日午前に採火式、8月21日にミニセレブレーションを実施しますが、関係者のみとなりますので、ご了承ください。

▶走行中止となる聖火リレー概要　▶走行予定日　7月19日(月)　

出発地 到着地

東京スカイツリー®SKYTREE TERRACE 東京スカイツリー　SKYTREE TERRACE

隅田公園 国技館（両国駅広小路前）

墨田区における東京2020オリンピック聖火リレーの走行および
交通規制が中止になりました

当日は、走行ルートおよびルート直近の道路で、長時間にわたり車両の通行が禁止され
ています。ルート周辺道路は、混雑しますので、車でのお出かけはご遠慮ください。
ご迷惑をおかけしますが、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
＊ 7月6日時点の情報のため、聖火リレーは、新型コロナウイルス感染状況等により、

変更となる場合があります。
● 車両を利用する場合は、現場の警察官や係員の指示に従ってください。また、車両規制開始

直前のルート上への駐車はご遠慮ください。
●自転車や歩行者のルート横断も規制されます。現場の警察官や係員の指示に従ってください。　
● バス等や公共交通機関を利用される場合は、当日の運行情報（一部運休あり）をご確認くだ 

さい。
●ルート周辺でのドローン（ラジコン含む）の飛行は、法令により禁止されています。
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聖火リレー中の新型コロナウイルス感染症対策・観覧のルール

他区の聖火リレー・他競技の交通規制の影響

聖火リレー観覧時の注意事項

　聖火リレーでは、観覧客・聖火ランナー・運営スタッフをはじめとする関係者と地域住民双方への感染防
止対策を実施します。
　また、聖火リレーは、ライブ中継での視聴もできますので、ぜひご利用ください。
●3密（密閉・密集・密接）の回避　●飛

ひ
沫
まつ

感染・接触感染防止　
●殺菌・消毒の徹底　●体調管理・確認の徹底　●広報・周知の徹底　
●陽性者・体調不良者発生時等の対応計画の作成
沿道の密集を避けるために、なるべくライブ中継でご覧いただきますようお願いします。
東京都のホームページ 

https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/special/enjoy/torch/から視聴
できます（右のコードを読み取ることでも接続可）。

●沿道で観覧する場合は、お住まいに近い場所で観覧ください。●体調が悪い場合や感染が疑われる
場合は、観覧をお控えください。●沿道では、マスク着用のご協力をお願いします。●大声を出すこと
を控え、拍手による応援をお願いします。●人が密集している場所での観覧は、ご遠慮ください。

駅　

交通規制（予定）

墨田特別支援学校～曳舟川交差点

曳舟川交差点～押上二丁目交差点

交通規制区域 1 午後1時20分～午後3時

交通規制区域 2 午後1時35分～午後3時15分

押上二丁目交差点～すみだ福祉保健センター
交通規制区域 3 午後1時50分～午後3時25分

凡例

一般車両通行可（常時）

通行可能路線

走行ルート

規制交差点

交差点

交差点名

東京2020パラリンピック聖火リレー
交通規制詳細はこちら→

東京2020パラリンピック競技
マラソン競技大会　
9月5日(日)　午前4時半～10時45分
う回路情報詳細はこちら→

コード



4 墨田区のお知らせ 2021年（令和3年）7月15日

☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス区公式
SNS等
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東京2020パラリンピック聖火リレー実施に伴う区内循環バスのう回運行

▶その他の交通対策

問合せ先 2020料金上乗せ対象外申請窓口　☎ 6627－6319（月曜日～金曜日の午前9時～午後5時）・℻   5388－1354（聴覚障害のある方）

問合せ先 東京都オリンピック・パラリンピック準備局大会施設部輸送課☎ 5320－4244

問合せ先 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☎ 0570－09－2020

首都高速道路の料金施策
夜間の料金割引および日中時間帯の料金上乗せが実施されます。対象車種・
区間等の詳細は、東京都や首都高速道路株式会社のホームページをご覧
ください。

北西部ルート
〔う回運行〕
①押上駅午後1時17分発の便からう回運行します。②曳舟駅南（向島税務署入口）、④曳舟文化センター、⑤東京都済生会向島病院入口、
⑥長浦神社南、⑦八広図書館入口、⑧八広小学校、⑲森鷗外住居跡、⑳すみだ女性センターには停まりません。
①押上駅午後3時40分発の便から通常運行に戻ります。
＊7月6日現在の情報のため、変更になる場合があります。

問合せ先 ▶観光課観光担当☎5608－6931　▶京成バス奥戸営業所☎3691－0935

観客の入退場ルートのお知らせ
競技会場周辺の観客入退場
ルート情報を順次掲載して
いきます。

高速道路や一般道路の交通対策
高速道路の本線料金所での通行制限や、交通状況
に応じた入口閉鎖などが実施されます。また、一
般道の一部でも信号調整が実施されます。

首都高速道路の料金上乗せにならないための手続き
「障がい者手帳の保有者が運転・同乗する車両」・「福祉関係車両」は東京都
に8月6日（金）までに申請すると、パラリンピック期間は料金上乗せの対象
外となります（ETC搭載車限定）。

「明日の混雑予報」ポータルサイト
大会期間中の交通混雑緩和のため、日々の混雑予報が確認できる特設
ホームページを開設します。混雑回避のため、ぜひご活用ください。大
会期間中の混雑情報は、ツイッターでも配信します。

開閉会式の実施に伴う交通規制
開会式、閉会式当日はオリンピックスタジアム、
晴海選手村周辺や首都高速道路で交通規制が行わ
れます。

スムーズビズの推進
東京都では、テレワーク、時差出勤、物流の工夫などの取組
を「スムーズビズ」として推進しています。大会時の混雑回避
や感染防止対策に有効です。

オリンピック パラリンピック
開会式　7月23日（祝）
閉会式　8月8日（祝）

開会式　8月24日（火） 
閉会式　9月5日（日）

　8月21日（土）に行われる東京2020パラリンピック聖火リレーに係る交通規制に伴い、以下のとおり、区内循環バスをう回運行します。

交通対策のお知らせ
▶国技館周辺の交通規制

その他都バスなどの公共交通機関に一部運休、う回または遅れが生じる場合がありますので、当日の運行情報は東京都交通局の
ホームページをご確認ください（右のコードを読み取ることでも接続可）。

　東京2020大会開催に伴い、ボクシング競技の会場となる国技館周辺では様々な交通規制が行われます。
　ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

　国技館周辺における交通対策の詳細は東京2020組織委員会のホームページをご覧ください（右のコードを読み取ることでも接続可）。

●道路の通行止め
国技館および江戸東京博物館の間にある道路（区道1002号）は東京
2020オリンピック運営上、通り抜けできません。

［期間］7月15日（木）～8月18日（水）

●優先レーン
大会関係車両が後方から接近した場合は、
ほかのレーンへの移動をお願いします。
ピンク色の点線が目印です。

●進入禁止エリア（会場エリア）
国技館および江戸東京博物館の一部施設は、ボクシング
の競技会場として使用されます。期間中はセキュリテ
ィフェンスで囲まれ、中に入ることはできません。

●う回エリア
会場周辺の混雑緩和のため、このエリア内
の通過を避け、エリアの外でのう回にご協
力をお願いします（エリア内にお住まいの方
や所用のある方は通行できます）。

●関係者輸送ルート
選手などの大会関係者を輸送するルート
にはこの看板が設置されます。ルートを
避けて通行するなど、ご協力をお願いし
ます。

コード

優先レーン

優先レーン

浅草方向

深川方向

コード




