
 

 

 

 

 

東京都内の競技会場における 

観客ルート（素案） 
【2018 年 3 月末現在】 

 
           オリンピックスタジアム（新国立競技場）         有明ＢＭＸコース 

           東京体育館                       有明テニスの森 

           国立代々木競技場                    お台場海浜公園 

           日本武道館                       潮風公園 

           東京国際フォーラム                   青海アーバンスポーツ会場 

           国技館                         大井ホッケー競技場 

           馬事公苑                        カヌー・スラローム会場 

           東京スタジアム                     アーチェリー会場（夢の島公園） 

           武蔵野の森総合スポーツプラザ              オリンピックアクアティクスセンター 

           有明アリーナ                      東京辰巳国際水泳場 

           有明体操競技場 

参考３ 



北参道駅

※本資料にある各ルートは検討中の案であり、
今後追加・変更の可能性がある。

オリンピックスタジアム（新国立競技場）
東京体育館
観客ルート素案

オリンピックスタジアム
（新国立競技場）

外苑前駅

会場の計画を調整中のため、
当該範囲内は今後検討

東京体育館

千駄ヶ谷駅

凡例
：歩行者ルート（入場）
：歩行者ルート（退場）
：歩行者ルート（入退場）
：アクセシブルルート

（注） この地図は、国土地理院長の承認（平２４関公第２６９号）を得て作成した東京都地形図
（Ｓ＝１：２，５００）を使用（２９都市基交第８４７号）して作成したものである。無断複製禁ずる。

青山一丁目駅

２０１８年３月末時点

信濃町駅
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会場の計画を調整中のため、
当該範囲内は今後検討

代々木
競技場

凡例
：歩行者ルート（入場）
：歩行者ルート（退場）
：アクセシブルルート

国立代々木競技場
観客ルート素案

JR山手線
原宿駅

※本資料にある各ルートは検討中の案であり、
今後追加・変更の可能性がある。

（注） この地図は、国土地理院長の承認（平２４関公第２６９号）を得て作成した東京都地形図
（Ｓ＝１：２，５００）を使用（２９都市基交第８４７号）して作成したものである。無断複製禁ずる。

２０１８年３月末時点
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凡例
：歩行者ルート（入場）
：歩行者ルート（退場）
：アクセシブルルート

会場の計画を調整中のため、
当該範囲内は今後検討

日本武道館

日本武道館
観客ルート素案

（注） この地図は、国土地理院長の承認（平２４関公第２６９号）を得て作成した東京都地形図
（Ｓ＝１：２，５００）を使用（２９都市基交第８４７号）して作成したものである。無断複製禁ずる。

２０１８年３月末時点

※本資料にある各ルートは検討中の案であり、
今後追加・変更の可能性がある。
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凡例
：歩行者ルート（入場）
：歩行者ルート（退場）
：アクセシブルルート

会場の計画を調整中のため、
当該範囲内は今後検討

東京国際
フォーラム

退場ルートは地下道
を想定

ＪＲ有楽町駅

※本資料にある各ルートは検討中の案であり、
今後追加・変更の可能性がある。

東京国際フォーラム
観客ルート素案 （注） この地図は、国土地理院長の承認（平２４関公第２６９号）を得て作成した東京都地形図

（Ｓ＝１：２，５００）を使用（２９都市基交第８４７号）して作成したものである。無断複製禁ずる。

２０１８年３月末時点
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都営
両国駅

凡例
：歩行者ルート（入場）
：歩行者ルート（退場）
：アクセシブルルート

会場の計画を調整中のため、
当該範囲内は今後検討

国技館

JR総武線
両国駅

※本資料にある各ルートは検討中の案であり、
今後追加・変更の可能性がある。

国技館
観客ルート素案 （注） この地図は、国土地理院長の承認（平２４関公第２６９号）を得て作成した東京都地形図

（Ｓ＝１：２，５００）を使用（２９都市基交第８４７号）して作成したものである。無断複製禁ずる。

２０１８年３月末時点
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用賀駅

会場の計画を調整中のため、
当該範囲内は今後検討

桜新町駅

経堂駅

千歳船橋駅

凡例
：歩行者ルート（入退場）

※用賀駅等からのシャトルバス（アクセシ
ブル含む）を検討中

※本資料にある各ルートは検討中の案であり、
今後追加・変更の可能性がある。

馬事公苑
観客ルート素案 （注） この地図は、国土地理院長の承認（平２４関公第２６９号）を得て作成した東京都地形図

（Ｓ＝１：２，５００）を使用（２９都市基交第８４７号）して作成したものである。無断複製禁ずる。

２０１８年３月末時点
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飛田給駅

東京
スタジアム

武蔵野の森総合
スポーツプラザ

会場の計画を調整中のため、
当該範囲内は今後検討

西調布駅

東京スタジアム
武蔵野の森総合スポーツプラザ
観客ルート素案 （注） この地図は、国土地理院長の承認（平２４関公第２６９号）を得て作成した東京都地形図

（Ｓ＝１：２，５００）を使用（２９都市基交第８４７号）して作成したものである。無断複製禁ずる。

２０１８年３月末時点

※本資料にある各ルートは検討中の素案であり、今後変更の可能性がある。

凡例
：観客ルート（入退場）
：アクセシブルルート

※別途シャトルバス輸送を検討中
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東雲駅

凡例
：歩行者ルート（入場）
：歩行者ルート（退場）
：アクセシブルルート

会場の計画を調整中のため、
当該範囲内は今後検討

有明
アリーナ

豊洲駅

※本資料にある各ルートは検討中の案であり、
今後追加・変更の可能性がある。

有明アリーナ
観客ルート素案 （注） この地図は、国土地理院長の承認（平２４関公第２６９号）を得て作成した東京都地形図

（Ｓ＝１：２，５００）を使用（２９都市基交第８４７号）して作成したものである。無断複製禁ずる。

２０１８年３月末時点
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有明体操競技場・有明BMXコース・
有明テニスの森
観客ルート素案

凡例
：歩行者ルート（入場）
：歩行者ルート（退場）
：アクセシブルルート

有明テニスの森

有明BMXコース

有明体操競技場
会場の計画を調整中のため、
当該範囲内は今後検討

会場の計画を調整中のため、
当該範囲内は今後検討

会場の計画を調整中のため、
当該範囲内は今後検討

国際展示場駅

※本資料にある各ルートは検討中の案であり、今後追加・変更の可能性がある。

（注） この地図は、国土地理院長の承認（平２４関公第２６９号）を得て作成した東京都地形図
（Ｓ＝１：２，５００）を使用（２９都市基交第８４７号）して作成したものである。無断複製禁ずる。

２０１８年３月末時点
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凡例
：歩行者ルート（入場）
：歩行者ルート（退場）
：アクセシブルルート

会場の計画を調整中のため、
当該範囲内は今後検討

潮風公園

会場の計画を調整中のため、
当該範囲内は今後検討

※本資料にある各ルートは検討中の案であり、
今後追加・変更の可能性がある。

お台場海浜公園、潮風公園、
青海アーバンスポーツ会場
観客ルート素案

（注） この地図は、国土地理院長の承認（平２４関公第２６９号）を得て作成した東京都地形図
（Ｓ＝１：２，５００）を使用（２９都市基交第８４７号）して作成したものである。無断複製禁ずる。

２０１８年３月末時点
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会場の計画を調整中のため、
当該範囲内は今後検討

大井ホッケー場凡例
：歩行者ルート（入退場）
：アクセシブルルート

※本資料にある各ルートは検討中の案であり、
今後追加・変更の可能性がある。

大井ホッケー競技場
観客ルート素案

（注） この地図は、国土地理院長の承認（平２４関公第２６９号）を得て作成した東京都地形図
（Ｓ＝１：２，５００）を使用（２９都市基交第８４７号）して作成したものである。無断複製禁ずる。

２０１８年３月末時点
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カヌースラローム会場

凡例
：歩行者ルート（入退場）
：アクセシブルルート

会場の計画を調整中のため、
当該範囲内は今後検討

カヌー・スラローム会場
観客ルート素案

（注） この地図は、国土地理院長の承認（平２４関公第２６９号）を得て作成した東京都地形図
（Ｓ＝１：２，５００）を使用（２９都市基交第８４７号）して作成したものである。無断複製禁ずる。

２０１８年３月末時点

※本資料にある各ルートは検討中の案であり、
今後追加・変更の可能性がある。
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潮見駅

凡例
：歩行者ルート（入場）
：歩行者ルート（退場）
：アクセシブルルート

会場の計画を調整中のため、
当該範囲内は今後検討

アーチェリー会場
（夢の島公園）

オリンピックアクアティクスセ
ンター、東京辰巳国際水泳場

会場の計画を調整中のため、
当該範囲内は今後検討

アーチェリー会場（夢の島公園）
オリンピックアクアティクスセンター
東京辰巳国際水泳場
観客ルート素案 （注） この地図は、国土地理院長の承認（平２４関公第２６９号）を得て作成した東京都地形図

（Ｓ＝１：２，５００）を使用（２９都市基交第８４７号）して作成したものである。無断複製禁ずる。

２０１８年３月末時点

※本資料にある各ルートは検討中の案であり、
今後追加・変更の可能性がある。
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