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東京2020パラリンピック競技大会
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自転車競技（ロード）
　自転車ロードレースは「自転車版のマラソン」と
いわれており、一般道路を使い、選手が一斉にスタ
ートしてゴールへの着順を競います。総走行距離は
男子で約244km、女子で約147kmに及び、そのうち
市内5.1kmを選手が疾走します。走行中の空気抵抗
などから、いかに体力を温存するかがレースのポイ
ント。個人競技ではあるもののチーム戦という側面
もあり、選手間の駆け引きが見どころです。

種目 自転車競技（ロード）男子 自転車競技（ロード）女子

日程 7月24日（土） 7月25日（日）

開催時間 11時〜18時15分 13時〜17時35分

市内通過時刻 11時50分頃 13時50分頃

出場選手 130名 67名

総距離 約244km 約147km

コース スタート：武蔵野の森公園（東京都調布市）
ゴール：富士スピードウェイ（静岡県小山町）

■市内交通規制予定時間
　7月24日（土）：10時30分～12時35分
　7月25日（日）：12時30分～14時40分
　※詳細の規制情報は右の二次元コード
　　から市のHPをご覧ください。

■観戦自粛のお願い
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、コース沿道で
の観戦はお控えください。競技の模様は、当日インターネッ
ト配信でライブ中継される予定です。是非ご自宅で
の観戦・応援をお願いします。詳しくは右の二次元
コードから市のHPをご覧ください。

　開催間近となった東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会。本市は、自転車競技（ロード）コースの一部
になっています。
　市では、東京2020組織委員会等が定めるガイドラインに従って、新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、
自転車競技（ロード）の運営支援や外国選手団の事前キャンプ受入れなどを行います。
　本号では、大会に関する情報や市の取組、本市ゆかりの選手などについて紹介します。
　なお、感染症の状況により、取組の中止や内容が変更となる場合があります。

　いよいよオリンピックが
始まります。
　安全で、選手が最高のパフ
ォーマンスを発揮出来るよ
うに、精一杯頑張ります。

コースサポーター（ボランティア）の
石塚 敏朗さん
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　市内の特別支援学校等が「パラリンピックへの想い」などを込めて起こした火や
折り鶴・メッセージカードなどを1つにまとめ、「八王子の火」を採火します。採火し
た「八王子の火」は、全都道府県で採火された火と統合されて「東京2020パラリン
ピック聖火」となり開会式で聖火台に点火されます。

パラリンピック聖火「八王子の火」の採火

画像提供：Tokyo2020

■「八王子の火」採火式
　日程：8月20日（金）　場所：富士森公園
　※感染症対策から、採火式は関係者のみで行います。

　市ゆかりの選手も東京2020大会に出場します。東京2020大会
の競技はテレビ放送以外にも、Webサイトでネット配信されます。
みんなで応援しましょう。

八王子市ゆかりの選手を応援しよう！
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宮
みやはら

原 美
み ほ

穂 選手
（空手・女子組手55kg級）

八王子市出身（椚田小学校卒業）
競技日程：�7月28～30日　　　

8月1～2日、4日

八王子市出身（上壱分方小学校卒業）
競技日程：7月27日

八王子市在住
競技日程：8月27～29日

八王子市在住
競技日程：8月5日

写真提供：株式会社ベネッセホールディングス写真提供：コマツ
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　今は金メダルに向けてしっかりと準備し
ていくことが大切だと考えています。
　オリンピックに向けて、吉岡選手、コーチ
と一緒に気持ちと技術の両面で準備を進
めていきます。
　応援、どうぞよろしくお願いいたします。

　いよいよ東京2020大会の開催が近づい
てきました。今私に出来ることは、最高のパ
フォーマンスをして皆さんに元気と希望を
お届けすることだと思っています。
　全ての力を出し切り、最高の東京2020大
会になるよう精一杯戦ってきます。
　応援の程、宜しくお願いいたします。

　障がいをおって9年、競技を始めて5年、夢の
舞台に一歩踏み出しました。2019年最下位から
のチャレンジ、ひとつでも順位を上げたいです。
　見てくれた人に自分にも何かできるんじゃな
いか？と思ってもらえるような、応援したくなるよ
うな姿を見せることができたら嬉しいです。邁進
します。

写真：（公財）全日本空手道連盟

写真：イトマンスイミングスクール
写真：（公社）日本フェンシング協会
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佳 選手
（フェンシング・女子フルーレ）
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沙 選手
（競泳・女子4×200ｍリレー）
八王子市在学（中央大学）
競技日程：7月28～29日八王子市在学（中央大学）

競技日程：7月25日（個人）
29日（団体）

　世界との差はまだまだありますが、
精一杯頑張りますので応援宜しくお願
い致します。

　オリンピックでは個人、団体共に金メ
ダルを獲得できるように頑張りたいと思
っています。
　コロナ禍で大変な時ですが、スポーツ
を通じて、皆様に感動を与えられるよう
な試合ができるよう精一杯頑張ります。

　大会に向け、学校給食ではホストタウンに登録された国・地域（アメリカ合衆国・
台湾）の給食提供や「本市ゆかりの選手とのコラボ給食」を実施しています。また、
選手の皆さんからメッセージをいただき、バランスの良い食事を毎日しっかり食
べることの大切さや、大会出場選手が日頃から心がけている食事法などについて
も学びます。

学校給食でも東京2020大会を推進

▲詳細は市のHPへ

　市が自転車競技（ロード）のコースとなっていることにちなみ、職人やアーティスト、地
域の方々などが協力してランバイクを制作する「バンブーランバイク・アートプロジェ
クト」を東京造形大学と協働して行っています。同プロジェクトで制作した作品を
以下の日程で展示していますので、是非お越しください。
日程：7月3日（土）～16日（金）／7月25日（日）～8月7日（土）／8月23日（月）～9月5日（日）
会場：まちなか休憩所八王子宿2階（中町12-11-1）

東京造形大学×八王子市　バンブーランバイク・アートプロジェクト展

花壇イメージ

　専門家の指導のもと、市民の有志の手で聖火の点火セレモニー会場となる富士
森公園に花壇を作っています。
　アスリートの躍動や、メダルの「輝き」をイメージした、明るい黄色のさわやか
なナチュラリスティックガーデン（自然風花壇）です。
　大会を盛り上げるようにデザインされており、大会期間中が見頃です。是非、ご
覧ください。

「輝き」の花壇でアスリートを応援

ゆかりの選手を応援する取組
　市では、ゆかりの選手を応援する取組として、JR八王子駅北口での懸垂幕の掲出や、市民の皆さんからの応援 
メッセージによる動画制作などを行っています。
　また、大会期間中は市SNS上で選手への応援コメントの募集も行います。取組の詳細は上の二次元コードから 
市のHPをご覧ください。

ホストタウン給食「アメリカの料理」

※6月15日（火）時点で東京2020大会日本代表に内定されている方を掲載しています。
　基準日以降で新たに内定した本市ゆかりの選手の情報は、市のHPをご覧ください。

選手からコメントを
いただきました！
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大会情報や市の取組の詳細は、市のHPで➡
八王子市オリンピック・パラリンピック推進室
☎042・620・7485 042・621・1298

問

　事前キャンプを行うアメリカ選手に向けて、いずみの森
義務教育学校では、英語による応援メッセージや、富士山、
紅白鶴、兜などを折り紙で作成する取組を行っています。　
　応援メッセージや折り紙で作った作品は、市を通じて、選
手団にお届けする予定です。

Brooke Raboutou（ブルック・ラバトゥ）選手

アメリカ合衆国とのホストタウン交流の様子（2019.8.3）

種　目 スポーツクライミング 男子 スポーツクライミング 女子

選手名

Nathaniel Coleman　
（ナサニエル・コールマン）
Colin Duffy　

（コリン・ダフィー）

Brooke Raboutou　
（ブルック・ラバトゥ）
Kyra Condie　

（キーラ・コンディー）

競
技
日
程

予
選

8月3日（火）
17時〜22時40分

8月4日（水）
17時〜22時40分

決
勝
等

8月5日（木）
17時30分〜22時20分

8月6日（金）
17時30分〜22時20分

　八王子でトレーニングするこ
と、そして皆さんにお会いする
ことを楽しみにしています。
　八王子でお会いしましょう。

　「ホストタウン」とは、東京2020大会の開催をきっかけに、
地域の活性化を推進するため、事前キャンプの誘致などを通
じて大会参加国との人的・経済的・文化的な相互交流をはかる
地方公共団体を登録する国の制度です。

ホストタウン

出典：首相官邸（https://www.kantei.go.jp）

　本市はアメリカ合衆国と台湾のホストタウンになっています。令和元年度（2019年度）には、スポーツクライミン
グアメリカ代表チームによる小学校訪問やボルダリング教室などの市民交流を行いました。今後も、市内で開催さ
れる国際大会等に合わせて、選手等との交流事業を実施していきます。
　また、ホストタウンとして、同代表チームの事前キャンプを7月22日（木）から31日（土）まで受け入れる予定です。
市では、スクリーニング検査をはじめ、選手・関係者の健康管理、行動管理など、市民の皆さんや選手団に安心いただ
けるよう徹底した感染症対策を行います。

　ホストタウン同士の連携により、相手国・地域に対し、応援リレー動画
やモザイクアート、国歌斉唱動画などを作成し、内閣官房が構築したサ
イト「Light up HOST TOWN Project」で公開しています。
　本市も本プロジェクトに参画し、市内の団体等との協力により作成し
た動画が掲載されています。
　今後も動画等が掲載される予定ですので、是非ご覧ください。

▲ Light up HOST TOWN Projectの公式ページ

連携プロジェクト

選手との交流に向けた取組

≪アメリカ代表チーム出場選手等≫
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