
※東京オリンピック公式サイトより抜粋しているため、内容に変更がある場合があります。

　公式サイトはこちらをご確認ください。

　https://olympics.com/tokyo-2020/ja/

※アルゼンチン選手が出場する競技の開始時間を掲載しています。選手の出場時間でなく競技の開始時間となりますのでご注意ください。

種別 種目 開催日 時間 男女 場所

女子48kg級

★境町事前キャンプ受け入れ

パウラ・パレト選手出場

7月24日 11:00 女 日本武道館 1回戦、2回戦、3回戦、準々決勝、準決勝、決勝

男子81kg級 7月27日 11:00 男 日本武道館 1回戦、2回戦、3回戦、準々決勝、準決勝、決勝

7月28日 13:47 男 カヌー・スラロームセンター 予選

7月30日 14:00 男 カヌー・スラロームセンター 準決勝

7月30日 16:00 男 カヌー・スラロームセンター 決勝

7月25日 7:00 男 釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ 男子第1ラウンド、男子第2ラウンド

7月26日 11:48 男 釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ 男子第3ラウンド

7月27日 7:00 男 釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ 準々決勝、準決勝

7月28日 8:45 男 釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ 3位決定戦、決勝戦

自転車競技（ロード） 男子ロードレース 7月24日 11:00 男 富士スピードウェイ

自転車競技（マウンテンバイク） 女子クロスカントリー 7月27日 15:00 女 伊豆MTBコース

7月29日 10:00 男 有明アーバンスポーツパーク 準々決勝

7月30日 11:24 男 有明アーバンスポーツパーク 準決勝、決勝

7月25日 9:30 男 陸上自衛隊朝霞訓練場 本選 1日目

7月26日 10:00 男 陸上自衛隊朝霞訓練場 本選 2日目

7月26日 15:50 男 陸上自衛隊朝霞訓練場 個人ファイナル

7月25日 13:00 男 陸上自衛隊朝霞訓練場 個人本選

7月25日 15:30 男 陸上自衛隊朝霞訓練場 個人ファイナル

7月25日 9:00 女 陸上自衛隊朝霞訓練場 本選1日目

7月26日 9:00 女 陸上自衛隊朝霞訓練場 本選2日目

7月26日 14:50 女 陸上自衛隊朝霞訓練場 ファイナル

7月24日 8:30 女 陸上自衛隊朝霞訓練場 個人本選

7月24日 10:45 女 陸上自衛隊朝霞訓練場 ファイナル

7月24日 20:30 女 東京アクアティクスセンター 予選

7月25日 11:12 女 東京アクアティクスセンター 決勝

7月30日 19:02 男 東京アクアティクスセンター 予選

7月31日 11:11 男 東京アクアティクスセンター 準決勝

8月1日 10:30 男 東京アクアティクスセンター 決勝

7月29日 19:50 男 東京アクアティクスセンター 予選

7月30日 10:30 男 東京アクアティクスセンター 準決勝

7月31日 10:30 男 東京アクアティクスセンター 決勝

7月25日 20:39 女 東京アクアティクスセンター 予選

7月26日 11:20 女 東京アクアティクスセンター 決勝

7月29日 19:02 女 東京アクアティクスセンター 予選

7月31日 10:46 女 東京アクアティクスセンター 決勝

7月26日 20:32 女 東京アクアティクスセンター 予選

7月28日 11:54 女 東京アクアティクスセンター 決勝

7月25日 19:59 女 東京アクアティクスセンター 予選

7月26日 10:50 女 東京アクアティクスセンター 準決勝

7月27日 11:17 女 東京アクアティクスセンター 決勝

7月28日 19:52 女 東京アクアティクスセンター 予選

7月29日 11:54 女 東京アクアティクスセンター 準決勝

7月30日 10:41 女 東京アクアティクスセンター 決勝

8月4日 9:30 男 海の森水上競技場 予選

8月4日 11:32 男 海の森水上競技場 準々決勝

8月5日 9:30 男 海の森水上競技場 準決勝

8月5日 11:20 男 海の森水上競技場 決勝

8月2日 9:30 女 海の森水上競技場 予選

8月2日 11:45 女 海の森水上競技場 準々決勝

8月3日 9:30 女 海の森水上競技場 準決勝

8月3日 11:30 女 海の森水上競技場 決勝

8月4日 10:19 女 海の森水上競技場 予選

8月4日 12:07 女 海の森水上競技場 準々決勝

8月5日 9:58 女 海の森水上競技場 準決勝

8月5日 12:01 女 海の森水上競技場 決勝

8月2日 10:21 男 海の森水上競技場 予選

8月3日 10:00 男 海の森水上競技場 準決勝

8月3日 12:13 男 海の森水上競技場 決勝

近代五輪 男子個人 8月7日 14:30 男 東京スタジアム 水泳、フェンシング、馬術、レーザーラン

8月4日 7:30 女 霞ヶ関カンツリー倶楽部 第1ラウンド

8月5日 7:30 女 霞ヶ関カンツリー倶楽部 第2ラウンド

8月6日 7:30 女 霞ヶ関カンツリー倶楽部 第3ラウンド

8月7日 7:30 女 霞ヶ関カンツリー倶楽部 第4ラウンド

カヌー（スラローム） 男子カヤック（K-1）

 男子カヤックシングル（K-1）200m

女子カヤックシングル（K-1）200m

女子カヤックシングル（K-1）500m

男子カヤックシングル（K-1）1000m

カヌー（スプリント）

競泳

女子400m個人メドレー

男子50m自由形

男子100mバタフライ

女子400m自由形

女子800m自由形

女子1500m自由形

女子100m平泳ぎ

女子200m平泳ぎ

柔道

ゴルフ 女子個人ストロークプレー

サーフィン サーフィン

自転車競技（BMXレーシング） 自転車競技（BMXレーシング）

射撃

男子スキート個人

男子10mエアライフル個人

女子スキート個人

女子10mエアライフル個人



7月28日 14:35 鎌倉、相模、逗子、江の島 第1レース、第2レース、第3レース

7月29日 12:05 鎌倉、相模、逗子、江の島 第4レース、第5レース、第6レース

7月31日 12:05 鎌倉、相模、逗子、江の島 第7レース、第8レース、第9レース

8月1日 12:05 鎌倉、相模、逗子、江の島 第10レース、第11レース、第12レース

8月3日 15:33 鎌倉、相模、逗子、江の島 メダルレース

7月27日 12:05 女 鎌倉、相模、逗子、江の島 第1レース、第2レース、第3レース

7月28日 14:50 女 鎌倉、相模、逗子、江の島 第4レース、第5レース、第6レース

7月30日 14:50 女 鎌倉、相模、逗子、江の島 第7レース、第8レース、第9レース

7月31日 12:05 女 鎌倉、相模、逗子、江の島 第10レース、第11レース、第12レース

8月2日 14:33 女 鎌倉、相模、逗子、江の島 メダルレース

7月25日 12:05 女 鎌倉 第1レース、第2レース

7月26日 14:35 女 江の島 第3レース、第4レース

7月27日 12:05 女 藤沢 第5レース、第6レース

7月29日 12:15 女 藤沢 第7レース、第8レース

7月30日 12:05 女 江の島 第9レース、第10レース

8月1日 15:33 女 江の島 メダルレース

7月25日 14:35 男 鎌倉 第1レース、第2レース

7月26日 12:05 男 江の島 第3レース、第4レース

7月27日 12:15 男 藤沢 第5レース、第6レース

7月29日 12:05 男 藤沢 第7レース、第8レース

7月30日 14:35 男 江の島 第9レース、第10レース

8月1日 14:33 男 江の島 メダルレース

7月28日 14:50 女 江の島 第1レース、第2レース

7月29日 12:05 女 江の島 第3レース、第4レース

7月30日 12:15 女 逗子 第5レース、第6レース

8月1日 12:15 女 逗子 第7レース、第8レース

8月2日 12:05 女 江の島 第9レース、第10レース

8月4日 15:33 女 江の島 メダルレース

7月27日 13:05 男 鎌倉 第1レース、第2レース

7月28日 12:05 男 逗子 第3レース、第4レース

7月29日 14:35 男 江の島 第5レース、第6レース

7月31日 12:05 男 相模 第7レース、第8レース

8月1日 15:05 男 藤沢 第9レース、第10レース

8月3日 14:33 男 江の島 メダルレース

7月25日 12:05 男 江の島 第1レース、第2レース、第3レース

7月26日 15:05 男 鎌倉 第4レース、第5レース、第6レース

7月28日 12:05 男 藤沢 第7レース、第8レース、第9レース

7月29日 15:20 男 鎌倉 第10レース、第11レース、第12レース

7月31日 15:33 男 江の島 メダルレース

7月25日 15:05 女 江の島 第1レース、第2レース、第3レース

7月26日 12:05 女 鎌倉 第4レース、第5レース、第6レース

7月28日 12:15 女 藤沢 第7レース、第8レース、第9レース

7月29日 13:05 女 鎌倉 第10レース、第11レース、第12レース

7月31日 14:33 女 江の島 メダルレース

7月28日 11:00 男 東京体育館　コート1 準々決勝

7月30日 0:00 男 東京体育館　コート1 3位決定戦、決勝戦

7月24日 10:15 男 幕張メッセAホール 1回戦

7月24日 14:15 男 幕張メッセAホール 準々決勝

7月24日 16:15 男 幕張メッセAホール 準決勝

7月24日 21:45 男 幕張メッセAホール 決勝

トライアスロン 女子個人 7月27日 6:30 女 お台場海浜公園

8月6日 19:00 男 馬事公苑 予選

8月7日 19:00 男 馬事公苑 決勝

8月3日 19:00 男 馬事公苑 予選

8月4日 19:00 男 馬事公苑 決勝

フェンシング 女子サーブル個人 7月26日 9:00 女 幕張メッセ Bホール ブルーピスト 予選、準々決勝、準決勝、決勝

7月24日 10:50 女 海の森水上競技場 予選

7月27日 11:38 女 海の森水上競技場 準決勝

7月29日 10:10 女 海の森水上競技場 決勝

7月24日 12:03 男 国技館 予選

7月28日 12:36 男 国技館 予選

8月1日 11:30 男 国技館 準々決勝

8月3日 11:30 男 国技館 準決勝

8月5日 15:35 男 国技館 決勝

7月26日 11:00 男 国技館 予選

7月31日 11:00 男 国技館 予選

8月3日 11:00 男 国技館 準々決勝

8月5日 14:30 男 国技館 準決勝

8月7日 14:00 男 国技館 決勝

7月27日 13:06 女 国技館 予選

7月30日 11:00 女 国技館 予選

ボート 女子軽量級ダブルスカル

ボクシング

男子フェザー級（52-57kg）

男子フライ級（48-52kg）

女子ライト級（57-60kg）

馬術

障害馬術団体

障害馬術個人

卓球 男子シングルス

テコンドー 男子58kg級

セーリング

混合フォイリングナクラ17級

女子49erFX級

女子レーザーラジアル級

男子レーザー級

女子470級

男子フィン級

男子RS:X級

女子RS:X級



8月3日 12:35 女 国技館 準々決勝

8月5日 14:00 女 国技館 準決勝

8月8日 14:00 女 国技館 決勝

7月26日 12:36 男 国技館 予選

7月29日 11:00 男 国技館 予選

8月1日 12:18 男 国技館 準々決勝

8月5日 15:03 男 国技館 準決勝

8月7日 14:45 男 国技館 決勝

マラソンスイミング 女子10km 8月4日 6:30 女 お台場海浜公園

7月31日 9:40 男 オリンピックスタジアム - 棒高跳ピットA 予選

8月3日 19:20 男 オリンピックスタジアム - 棒高跳ピットA 決勝

8月1日 9:40 女 オリンピックスタジアム - トラック 予選

8月4日 20:00 女 オリンピックスタジアム - トラック 決勝

女子マラソン 8月7日 7:00 女 札幌大通公園 女子マラソン決勝

男子マラソン 8月8日 7:00 男 札幌大通公園 男子マラソン決勝

陸上競技

男子棒高跳

女子3000m障害

ボクシング

女子ライト級（57-60kg）

男子ミドル級（69-75kg）


