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　東京１９６４大会から半世紀を経て、再び東京でオリンピック・パラリンピックが開催されま
した。新型コロナウイルスの世界的流行という未曽有の事態の中での開催でしたが、日本中、
そして世界中に、興奮と感動を呼び起こす大会となりました。

開催概要

■オリンピック
正式名称 第３２回オリンピック競技大会（２０２０／東京）
開催期間 ２０２１年７月２３日（金）～８月８日（日）
競技数 ３３競技・３３９種目
参加団体 ２０６団体（２０５の国及び地域＋難民選手団）
参加アスリート １１，２５９名
世界新記録 ６競技２０種目で世界新記録を達成
本大会で採用された新競技 空手、スケートボード、スポーツクライミング、サーフィン
配信コンテンツ量 ３３競技で９，５００時間以上
開会式視聴率（ＮＨＫ） ５６．４％（リオ大会　２３．６％）
ボランティア ５１，６７２人（パラリンピック期間も活動した５，２１６人を含む）

１位　アメリカ　１１３（金３９、銀４１、銅３３）
２位　中　　国　  ８８（金３８、銀３２、銅１８）
３位　日　　本　  ５８（金２７、銀１４、銅１７）

国別メダルランキング

■パラリンピック
正式名称 東京２０２０パラリンピック競技大会
開催期間 ２０２１年８月２４日（火）～９月５日（日）
競技数 ２２競技・５３９種目
参加団体 １６３団体（１６２の国及び地域＋難民選手団）
参加アスリート ４，４０３名（過去最多）
世界新記録 ６競技１５３種目で世界新記録を達成
本大会で採用された新競技 バドミントン、テコンドー
配信コンテンツ量 ２２競技で１，２００時間以上
開会式視聴率（ＮＨＫ） ２３．８％（リオ大会　７．８％）
ボランティア ２４，５１４人（オリンピック期間も活動した５，２１６人を含む）

東京２０２０オリンピック・パラリンピック 大会概要１

１位　中　　国　２０７（金９６、銀６０、銅５１）
２位　イギリス　１２４（金４１、銀３８、銅４５）
３位　アメリカ　１０４（金３７、銀３６、銅３１）
　：
１１位　日　　本　  ５１（金１３、銀１５、銅２３）

CHECK

CHECK

自転車競技ロー
ドレースでは、
町田市内が競技
会場に！

CHECK

インドネシアパラバ
ドミントンチームが
町田市内で事前キャ
ンプを実施！

国別メダルランキング
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■大会ビジョン

スポーツには
世界と未来を変える力がある

１９６４年の東京大会は日本を大きく変えた。
東京２０２０大会は、

「すべての人が自己ベストを目指し（全員が自己ベスト）」
「一人ひとりが互いを認め合い（多様性と調和）」
「そして、未来につなげよう（未来への継承）」を

３つの基本コンセプトとし、史上最もイノベーティブで、
世界にポジティブな改革をもたらす大会とする。

■大会エンブレム
　組市松紋（くみいちまつもん）
　歴史的に世界中で愛され、日本では江戸時代に「市松模様（いちまつもよう）」として広ま

■大会マスコット

オリンピックエンブレム パラリンピックエンブレム

ミライトワという名前は、「未来」
と「永遠（とわ）」というふたつの
言葉を結びつけて生まれました。名
前に込められたのは、素晴らしい未
来を永遠にという願い。東京２０２０
大会を通じて、世界の人々の心に、
希望に満ちた未来をいつまでも輝か
せます。

ソメイティという名前は、桜を代表
する「ソメイヨシノ」と非常に力強
いという意味の「ｓｏ ｍｉｇｈｔｙ」から
生まれました。桜の触角を持ち、驚
きの強さを見せるソメイティ。東京
２０２０大会を通じて、桜を愛でる日
本の心とパラリンピックアスリート
の素晴らしさを印象づけます。

東京2０2０パラリンピックマスコット
ソメイティ

東京2０2０オリンピックマスコット
ミライトワ

子どもセンターばあんにて

ったチェッカーデザインを、日本の伝統
色である藍色で、粋な日本らしさを描い
ています。
　形の異なる３種類の四角形を組み合わ
せ、国や文化・思想などの違いを示しま
す。違いはあってもそれらを超えてつな
がり合うデザインに、「多様性と調和」の
メッセージを込め、オリンピック・パラリ
ンピックが多様性を認め合い、つながる
世界を目指す場であることを表しました。

CHECK
大会史上初となる

小学生の投票で決まりまし
た。投票には町田市内の全
公立小学校などを含めて
１６，７６９の小学校が
参加しました。
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コラム 大会にまつわるキーワード
◎復興オリンピック・パラリンピック
　２０１１年に始まった東京２０２０大会招致活動では、スポーツの力が東日本大震災の被災
地に夢と希望をもたらすことを訴えました。また、東京２０２０大会の開催決定後、熊本県
等を大震災が襲い、甚大な被害がもたらされました。東京２０２０大会では、スポーツの力
で元気と感動を届けるため、被災地にてサッカーと野球・ソフトボールを開催しました。

◎２回目のパラリンピック
　東京は、世界で初めて２回目の夏季パラリンピックを開催した都市であり、東京
２０２０大会は、多様な人々が活躍しやすい社会を実現するための契機となる大会になり
ました。パラリンピックは、すべての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、支え合う共
生社会の実現にむけて、社会のあり方を大きく変える力があります。

◎持続可能性
　東京２０２０大会は、「Ｂｅ ｂｅｔｔｅｒ，  ｔｏｇｅｔｈｅｒ／よ
り良い未来へ、ともに進もう。」をコンセプトと
し、持続可能な社会の実現に向け、課題解決のモ
デルを国内外に示しました。また、地球及び人間
の未来を見据え、国連の「持続可能な開発目標（Ｓ
ＤＧｓ）」に貢献するとともに、将来の大会や国内
外に広く継承されるよう取り組みました。

開催までの経緯

・２０１３年９月７日　東京２０２０大会開催決定
・２０１６年４月２５日　 エンブレム決定（野老朝雄氏デザイン）
・２０１９年１０月１６日　【オリ】マラソン・競歩 札幌開催に変更
・２０１９年１１月３０日　新国立競技場 完成
・２０２０年３月２０日　【オリ】聖火 宮城県東松島市の航空自衛隊松島基地に到着
・２０２０年３月２４日　東京２０２０大会の延期を決定
・２０２１年３月２０日　海外からの観客は受け入れないことを決定
・２０２１年３月２５日　【オリ】聖火リレースタート
・２０２１年７月８日　【オリ】東京・神奈川・千葉・埼玉会場の無観客が決定
・２０２１年７月２３日　東京２０２０オリンピック開会式
・２０２１年８月８日　東京２０２０オリンピック閉会式
・２０２１年８月１２日　【パラ】聖火リレー（聖火フェスティバル含む）スタート
・２０２１年８月１６日　【パラ】東京・神奈川・千葉・埼玉・静岡会場の無観客が決定
・２０２１年８月２４日　東京２０２０パラリンピック開会式
・２０２１年９月５日　東京２０２０パラリンピック閉会式

CHECK
都市鉱山からつくる！

みんなのメダルプロジェクト
東京２０２０大会のメダルは、回収
した使用済み携帯電話等の小型家電
から金属を集めて制作され、金銀
銅メダル約５，０００個に使用

されました！

（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、東京都オリンピック・パラリンピック準備局
２０２１年７月発行「東京２０２０大会ガイドブック」から一部引用）
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寺西　一　
FP（フィールドプレイヤー）
町田市在住

佐藤　大介
GK（ゴールキーパー）
成瀬高校出身

５人制サッカー　（ブラインドサッカー）５位入賞
予選リーグ
日本４－０フランス
日本０－４ブラジル
日本０－２中国

町田市ゆかりのオリンピアン・パラリンピアン

　東京２０２０大会において、町田市ゆかりのアスリートの活躍が光りました。東京２０２０大会に
おける結果は以下のとおりです。

大迫　傑　
金井中学校出身
陸上　
男子マラソン６位入賞
タイム　２時間1０分41秒

畠田　瞳　
南成瀬中学校出身
体操　
女子団体総合　
５位入賞
予選
跳馬12．2６６
段違い平行棒14．133
平均台13．０００
床運動13．333

団体決勝
段違い平行棒14．1００
平均台13．333
床運動12．８００

青山　修子　
藤の台小学校出身
テニス　
女子ダブルス出場
青山修子／柴原瑛菜１－２
ベリンダ・ベンチッチ／ビクトリヤ・ゴルビッチ
４－６　　７－６（５）　　[５－1０]

水田　光夏　
桜美林大学出身
射撃　
男女混合
エアライフル
伏射　出場
得点　６2８．６
アベレージ1０4．3
順位32位

オリンピック

パラリンピック

５位・６位決定戦
日本１－０スペイン

写真提供：アミューズ
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