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　東京都内オリンピック聖火リレー初日の
２０２１年７月９日、聖火が町田市にやって来
ました。新型コロナウイルス感染拡大の影響
を受け、残念ながら公道での走行は中止とな
りましたが、世田谷区、狛江市、稲城市、町
田市を走行予定だった聖火ランナーが町田シ
バヒロに集まり、点火セレモニーを行いまし
た。写真は町田市のランナー３３名のトーチ
キスの様子です。それぞれの想いを込めてつ
ないだ聖火は、最終ランナーの鹿沼由理恵さ
んの手によって、聖火皿に点火され、東京
２０２０オリンピックの成功を願いました。

東京2020オリンピック聖火リレー２
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コラム

開催概要

（１）オリンピック聖火リレーとは
　オリンピック聖火リレーとは、ギリシャ・オリンピアの太陽光で採火された炎を、ギリシャ
国内と開催国内でリレーによって開会式までつなげるものです。
　東京２０２０オリンピック聖火リレーは、「Hope Lights Our Way/希望の道を、つなごう。」
のコンセプトのもと、２０２１年3月２5日に福島県を出発し、以降、日本全国47都道府県を回る
全国参加型リレーで実施しました。移動日を含む１２１日間を通じて、喜びや情熱をつなげました。

（２）東京2020オリンピック聖火リレー経緯
・２０２０年3月１２日　ギリシャ・オリンピアにてオリンピック聖火を採火
・２０２０年3月２０日　オリンピック聖火 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　大会延期に伴うオリンピック聖火リレーの延期発表
・２０２１年3月２5日　 新型コロナウイルス対策を講じてオリンピック聖火リレーが福島県をス

タート
・２０２１年6月２9日　 島しょ部を除き都内の公道走行をとりやめ、点火セレモニーを実施するこ

とを発表
・２０２１年７月９日　都内オリンピック聖火リレー開始
・２０２１年７月２３日　東京２０２０オリンピック開会式

東京２０２０オリンピック聖火リレーの町田市内ルートについて

　当初予定されていた町田市内のルートは全長約
6ｋｍ。
　２０２０年４月に町田市の新たな観光スポットと
してオープンした「町田薬師池公園四季彩の杜西
園ウェルカムゲート」を最初のランナーが１7：
4３に出発。古くからの交通の要衝である鎌倉街
道を辿り、多くの人々で賑わう町田駅前通りや原
町田大通りを抜け、町田街道へ。最終ランナーは、
１9：００ごろ夕闇迫る町田シバヒロに到着。３０００
名近い来場者が見守る中、聖火皿に東京都初日の
聖火を灯す予定でした。
　残念ながら公道での走行は実現しませんでした
が、町田市の新旧さまざまな魅力が発信される聖
火リレーとなる予定でした。 市内聖火リレールート（イメージ）
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大役を終えた聖火ランナーに感想を聞いてみました！

Ｑセレモニーに参加されて今の気持ちは？
Ａ 今回このような貴重な経験をさせていただ

いてとても光栄に思っています。トップバ
ッターで緊張はしたんですけど、楽しんで
できたかなって思います。

Ｑ�トーチを握ってみて実際にどうでしたか？
Ａ 実際に持ってみると、自分が想像していた

以上に重くてすごくてとても驚きました。

Ｑ火が灯った瞬間はいかがでしたか？
Ａとても感動しました。

Ｑ 他のランナーの人とお話しはされましたか
？
Ａ 聖火をやる前はみんな緊張しますねという

話をしながら、楽しみましょうという感じ
で話しながら待機していました。

Ｑ終わった後どうでしたか？
Ａ 終わってみて、実際やってみたら本当に一

瞬だったんですけど、すごい貴重な場に立
たせてもらえて嬉しい気持ちでいっぱいで
した。

Ｑ町田の聖火に携われてどうでしたか？
Ａ 町田市に聖火リレーが来るということで、

町田市在住として今回選んでいただいたん
ですが、選んでいただいたことをとても光
栄に思います。

Ｑ本日を終えられての感想は？
Ａ 全国を回ってきたこの聖火が、東京に入っ

て今日初日、聖火を点火できたことにすご
く改めて感動したとともに、この灯火が選
手の力になってくれればいいなと思います。

Ｑ�パラリンピアンとして参加されて聖火とは
どんな存在だったでしょうか？
Ａ 私たちはバンクーバー、リオ、異国の地で戦っ

ていたにもかかわらず、聖火を見ることによ
って、勇気をもらえた灯火でした。

Ｑ 東京を目指されていて今回は応援する側に
まわるということですが、どんなお気持ち
で今回の大会を見守りたいですか？
Ａ 私がこの町田にリオからメダルも持って来

れたのも、私が緊張している中でも１００パ
ーセント以上の力を出させてくれたのは応
援の力だと思っています。なので、東京に
出る選手、今回は無観客となってしまいま
したけど、この灯火そして皆さんの心も応
援が選手の１００パーセント以上に力につな
がればいいなと思って、私も応援を続けて
いきたいと思います。

Ｑ 次回を目指されるとのことですが、今回の
大会をどういうお気持ちでご覧になります
か？
Ａ 選手としては１年プラスされた年、そして

いろんな気持ち、不安な気持ちももちろん
ある中で選手は一生懸命戦うと思います。
一生懸命戦うことによって、私も力をいた
だいてまた新たな挑戦につなげていきたい
と思います。

冨髙日向子さん
鹿沼由理恵さん

（２０１６年リオデジャネイロパ
ラリンピック自転車ロードタイ
ムトライアル銀メダリスト）
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Ｑ�今日の感想は？
Ａ 今日は最年少として、聖火ランナーとして、

この聖火をつなぐことができて、嬉しいで
す。今日は大勢の人が見ている中で、他の
聖火ランナーの人たちと一緒に聖火をつな
げて嬉しく思います。

Ｑ トーチを持ってみた最初持った時の感想は
？
Ａ 最初に手にした時に、重みを感じて聖火ラ

ンナーだということを実感して、この聖火
が東京の会場に届いた時も選手たちを応援
してみていたいと思いました。

Ｑ�トーチキスで炎をもらった時、灯った炎を
見てどうでしたか？
Ａ 炎の大きさにこれからの大会が楽しみにな

りました。

Ｑ�町田市生まれ、町田市在住ですか？
Ａ そうです。

Ｑ 地元町田に聖火が来て、イベントに参加で
きた感想は？
Ａ 公道を走れなくなったことは残念なんです

けど、この町田のシバヒロで聖火をつなげ
ることができてとも光栄です。

Ｑ トーチはどうされるんですか？
Ａ 購入したので家に飾りたいと思います。

Ｑ�今日参加してみていかがでしたか？
Ａ 一生に一度できるかできないかの体験なの

で、嬉しかったです。

Ｑ トーチに炎が灯った時、どうでしたか？
Ａ 炎の重みが感じられて感動しました。

Ｑ 東京オリンピック、平賀くんにとってどん
なオリンピックになってほしいですか？
Ａ 本当は会場に行って応援するつもりだった

んですけど、できなくなってしまったので
家で応援したいです。

Ｑ�地元町田に聖火が来て、聖火リレーに参加
できたこと、どう感じましたか？
Ａ  町田に住んでいるので聖火が来た時に、

ついに町田にも来たんだと感じました。

Ｑ�鹿沼さんにとってもゆかりのある町田でこ
ういうイベントに参加された率直な感想は
？
Ａ 私が今まで選手として、良い成績、悪い成

績であったにもかかわらず、この町田に帰
ってくることによって新たな気持ちになれ
たその町田で、選手への応援のメッセージ
としての灯火を灯せたことは、一番今回私
にとって大きいと思っています。

Ｑ�新たな挑戦とは具体的にどんなことですか
？
Ａ リオの大会後、私自身左腕を切断して、他

の競技のことも考えたんですが、やはり自
転車でもう一度大会に出て、今まで応援し
てくださった方に恩返しできればいいなと
思っています。

Ｑ�聖火皿に灯った大きな炎を見た時どうでし
たか？
Ａ あれが東京オリンピックの会場のところに

もつくので、今まで回してきて良かったな
と思いました。

平賀煌士さん

前岡里奈さん
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