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　新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から聖火
リレーにおける走行やパブリックビューイングの中止を決断
しました。楽しみにされていたランナーの方々、関係者の
方々には申し訳なく思いますし、私にとっても大変残念な
決定でした。
　県として県民の皆さまと共に取り組んできた感染防止対策
と整合性ある対応を組織委員会などに求め、真に安全・安心
な大会となるよう閉幕まで取り組んでいきます。
　オリンピックには千葉県ゆかりの選手も数多く出場します。
3面にて紹介をしていますので、今大会のために日々努力して
きた選手を県民の皆さまと共に応援していきたいと思います。
　また、今回オリンピックには惜しくも出られなかった選手、

次のオリンピックに向けて努力を重ねている選手、将来の
活躍が期待されているジュニア世代の選手などを幅広く応援
する県民の輪を広げることも大事です。
　県民の皆さまが千葉県ゆかりの選手をそれぞれのステージ
で長く応援し、その歩みを共有いただくことで、さらに
スポーツが盛んな千葉県になると確信しています。
　スポーツはそれを支える人の存在が重要です。今回のオリ
ンピックが、競技自体の盛り上がりはもとより、開催した後
もスポーツを支える人が財産として千葉県に残り、これから
の人々を育て、支える力となるよう取り組んでいきます。
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幕張メッセ
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レスリング
　2人の競技者が素手で攻防する競技です。タックルや投げ技など
を駆使し、相手の両肩を1秒間マットにつけることを競います。
上半身のみで攻防を行う「グレコローマンスタイル」と、全身を
自由に使える「フリースタイル」があります。

開催日程 8月1日㈰～8月7日㈯
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会場 幕張メッセAホール

提供：公益財団法人　日本レスリング協会

テコンドー
　手と足を使って攻撃することができ、足を使った攻撃が特徴
的な競技です。試合はポイント制で、攻撃の種類や当たった
部位によって獲得ポイントが異なります。攻撃の有効性は、
防具に付けた電子センサーが機械的に判定します。

開催日程 7月24日㈯～7月27日㈫
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フェンシング サーフィン
　ピストと呼ばれる細長い試合場の中で２人が互いに向き合い、
剣を使って攻撃または防御を行う競技です。剣と防具には
電気回路が埋め込まれていて、攻撃が成功するとランプが
点灯します。「フルーレ」、「エペ」、「サーブル」の３種目があります。

　　　制限時間内で同時に複数の選手が対戦し、勝敗を決定し
ます。良い波を見極め、難易度の高い技を繰り出すことで
高得点を獲得することができます。東京 2020 オリン
ピックで初めて正式競技に採用されました。

開催日程 7月24日㈯～8月1日㈰ 開催日程 7月25日㈰～7月28日㈬

Fencing Surfing

会場 幕張メッセBホール

会場 幕張メッセAホール

会場 釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ

提供：公益社団法人　日本フェンシング協会

提供：一般社団法人　全日本テコンドー協会

©yasushi murata

県内開催４競技紹介
ⓒTokyo2020

波の上で繰り広げられるスピード感あふれる技の数々見どころ

ダイナミックな投げ技や一瞬の隙をつくタックル見どころ

選手の華麗な剣さばきと素早い動作見どころ

繰り出される多彩な足技見どころ

放送予定 ７月30日（金）フジテレビ

※放送予定は6月28日時点の予定です。

放送予定 ８月２日（月）NHK総合、３日（火）フジテレビ
　　４日（水）日本テレビ、５日（木）NHK Eテレ・日本テレビ
　　６日（金）テレビ朝日・NHK BS1、７日（土）NHK BS1放送予定 未定

放送予定 ７月28日（水）TBSテレビ
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　学校訪問で千葉県の小学校にフェンシング
を教えに行かせていただいて、明るい子ども
達にすごくパワーをもらいました。次は私が
千葉県の皆さんにパワーや明るいニュースを
届けたいと思います。

競技：フェンシング
種目：エペ
所属：(株)大垣共立銀行

佐
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藤
とう

希
のぞ

望
み

選手

種目：競歩
所属：富士通（株）
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輝
き

 選手

種目：マラソン
所属：富士通（株）

中
なか

村
むら

匠
しょうご

吾 選手

階級：女子組手61キロ
　　　超級
所属：JAL
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草
くさ

  　歩
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選手

種目：女子マディソン
所属：（株）JPF
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 選手

競技：サーフィン大
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原
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人
と

選手

　家族・地元の皆様、競技を支えてくれるスポンサーの方々
など多くの人に応援いただき、オリンピック出場を決めるこ
とができました。本当にありがとうございます。自分が生ま
れ育った一宮町、初めてサーフィンをした８歳から通い続け
る釣ヶ崎海岸でオリンピック史上初めてサーフィン競技が開
催されます。今できる最高のサーフィンを地元千葉の皆様に
見ていただきたいです。応援よろしくお願いします。

一宮町出身

　応援を力に変えて皆様と一緒に金メダル
を目指していきたいと思います。千葉県民
の皆様の熱い応援よろしくお願いします。

競技：フェンシング
種目：エペ
所属：NEXUS FENCING
　　　CLUB

見
み

延
のべ

和
かず

靖
やす

選手

　本番では県民のみなさまに、自分のレスリ
ングで元気や感動を届けられたらと思います。
そのためにも目標に向かって今できることに
精いっぱい取り組んでまいります。

競技：レスリング
階級：60kg級
所属：（株）ミキハウス
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選手

　千葉県の皆様、フェンシング・サーブル競
技日本代表の徳南堅太です。応援してくださ
る方々に感動を与えられるよう、国の代表と
して誇りを持って戦います！

競技：フェンシング
種目：サーブル
所属：デロイトトーマツ
　　　コンサルティング（同）
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選手

　こうして競技をできているのは、たくさん
のサポートがあり応援があるからです。今、
これまでと同じようにいかない日々が続いて
いますが、アスリートとして、社会の中の一
個人として今できることを精一杯取り組んで
いきたいと思います。

競技：テコンドー
階級：－57kg級
所属：（株）ミキハウス
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選手

　千葉ではこれまで良い成績を残せている
ので、本番にも良いイメージで臨めます！
千葉で戦えるのがとても心強いです。

競技：テコンドー
階級：－58kg級
所属：東京書籍（株）

鈴
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木
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　セルヒオ選手

　新型コロナウイルスの感染拡大により、練
習にも制限を強いられていますが、出来るこ
とを全力でこなし、後悔のないよう一日一日
を過ごしています。状況が良くなることを信じ、
県民の皆さんと共にこの困難を乗り越えてい
きたいと思っています。

競技：レスリング
階級：76kg級
所属：クリナップ（株）
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選手

　幕張メッセが会場と決まった時は、馴染み
のある場所なので嬉しく思いました。私の階級
は初日（７月24日）に行われるので、日本の
メダリスト第一号になれるよう頑張ります。

競技：テコンドー
階級：－49kg級
所属：城北信用金庫
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選手

千葉県にゆかりのある
多くの選手の皆さんが出場します！

県内開催４競技の日本代表選手

フェンシング レスリング
●敷根　崇裕 選手
●西藤　俊哉 選手
●松山　恭助 選手
●永野　雄大 選手R
●山田　　優 選手
●見延　和靖 選手
●加納　虹輝 選手
●宇山　　賢 選手R
●吉田　健人 選手

●文田　健一郎 選手
●屋比久　翔平 選手
●須﨑　優衣 選手
●向田　真優 選手
●川井　梨紗子 選手
●川井　友香子 選手
●土性　沙羅 選手
●皆川　博恵 選手

●乙黒　圭祐 選手
●高谷　惣亮 選手

●高橋　侑希 選手
●乙黒　拓斗 選手

●ストリーツ　海飛 選手
●島村　智博 選手
●徳南　堅太 選手R
●上野　優佳 選手
●東　　晟良 選手
●東　　莉央 選手
●辻　すみれ 選手R
●佐藤　希望 選手
●江村　美咲 選手
●田村　紀佳 選手

サーフィン
●五十嵐　カノア 選手
●大原　洋人 選手
●前田　マヒナ 選手
●都筑　有夢路 選手

●青木　千佳 選手
●福島　史帆実 選手R

テコンドー
●鈴木　セルヒオ 選手

●鈴木　リカルド 選手
●濱田　真由 選手
●山田　美諭 選手

※Rはリザーブ選手

水泳
●松元　克央 選手（競泳）
●寺村　美穂 選手（競泳）
●塚本　真由 選手（ＡＳ）
●大川　慶悟 選手（水球）
●工藤　恭子 選手（水球）
●小出　未来 選手（水球）

ウエイトリフティング
●安藤　美希子 選手

サッカー
●酒井　宏樹 選手
●中山　雄太 選手
●旗手　怜央 選手
●菅澤　優衣香 選手

体操
●萱　　和磨 選手
●谷川　　航 選手
●橋本　大輝 選手
●大岩　千未来 選手（新体操）
●宇山　芽紅 選手（トランポリン）

野球・ソフトボール
●近藤　健介 選手（野球）
●市口　侑果 選手（ソフトボール）
●峰　　幸代 選手（ソフトボール）

柔道
●ウルフ　アロン 選手

ボクシング
●並木　月海 選手

チーバくん

※出場選手は６月23日時点の情報です。最新の情報は県ホームページなどをご覧ください。

千葉県ゆかりの選手　　 検索

競技：レスリング
階級：50kg級
所属：早稲田大学
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選手

　東京オリンピックで金メダルを獲得するために今まで厳
しい試練や練習を乗り越えてきました。ここまで掴んでき
たチャンスを必ず自分のものにして、金メダルを獲得しま
す！そして今まで支えてくれた方々や応援してくれる方々
に恩返しができるように頑張ります！

松戸市出身

オリンピックの開会式（7月23日）で、須﨑選手が
日本代表選手団の旗手を務めることになりました！

陸上 空手

自転車

千葉市を拠点に活動

千葉市を拠点に活動

八街市出身

浦安市出身

写真提供：空手道マガジンJKFan



ちば県民だより増刊号　令和3年[2021年]7月20日（火曜日）4

■陸上代表チームの公開練習の概要
　日時：7月24日（土）　10時00分～13時00分
場所： 千葉県総合スポーツセンター

　　　　陸上競技場（千葉市）
※時間は変更となる場合があります。
※ 公開練習の詳細は千葉県HPに掲載しています。
　右QRコードよりご確認ください。

千葉県でオリンピックの事前キャンプが行われています！

声援を届けよう 
～私たちの東京2020大会 
                  in CＨＩＢＡ～

県の施設では、オランダ陸上及び水泳代表
チームの事前キャンプが行われています！

【事前キャンプとは】
　大会の前に、選手が開催国の時差や天候に順応するためのトレーニングを行うものです。千葉県内の多くの
自治体において、様々な国の事前キャンプが行われています。最新の情報は右ＱＲコードよりご覧ください。

■事前キャンプの概要■
オリンピック選手を身近に感じよう！

■陸上代表チーム
■期　　間　7月16日～8月2日
■参加人数　約60人
■練習会場　千葉県総合スポーツセンター
　　　　　　陸上競技場（千葉市）

■水泳代表チーム（競泳、水球、ＡＳ）
■期　　間　7月11日～7月26日
■参加人数　約60人
■練習会場 千葉県国際総合水泳場（習志野市）
※水球は米国と合同でトレーニングを行っています。

※両競技とも、公開練習日以外は非公開となります。

【日時】
７月１日（木）
15時から18時まで
【場所】
蓮沼海浜公園第２
駐車場（山武市）

【日時】
７月２日（金）
15時から18時まで
【場所】
幕張メッセ駐車場
（千葉市）

【日時】
７月３日（土）
15時から18時まで
【場所】
松戸中央公園
（松戸市）

　県民の皆さまが県内での大会開催を実感し、感動と興奮を共有
いただけるよう、東京2020ライブサイトのステージに出演を予定
していた子どもたち、高校生の団体や県内の学校等からの応援
メッセージを県HPで紹介しますので、ぜひご覧ください！

　千葉県のオリンピック聖火リレーについては、新型コロナウイ
ルスの感染拡大防止のため、聖火ランナーの走行を取りやめ、
代わりに、聖火ランナーがステージ上でトーチに灯した聖火を
聖火皿につなぐ点火セレモニーを行いました。
　237名のランナーの皆さんによってつながれた聖火は、７月
３日に松戸中央公園でグランドフィナーレを迎え、希望の光と
して茨城県へと引き継がれました。

混雑緩和にご協力ください

　大会時は、出場選手などを乗せた大会関係車両が、県内の道路を
通行します。
　大会関係車両の円滑な通行を確保するため、下記の期間中は会場
周辺や混雑予想エリアの回避（う回）など、皆さまのご協力をお願
いします。

　このほか、競技会場周辺では交通規制が行われ、混雑が予想さ
れます。移動時間・経路の変更などへのご協力をお願いします。 問い合わせ　 開催準備課

043（223）3483 

2020千葉県　交通対策 検索

千葉県　声援を届けよう 検索

東京湾

高谷JCT
宮野木JCT

千葉東JCT

大栄JCT

千葉東金道路

圏央道

圏央道

木更津JCT

東金JCT

東金九十九里有料道路

九十九里有料道路館山
自動
車道

東関東
自動車

道

成田空港成田空港

釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ

東京湾アクアライン

関係者輸送ルート（高速道路等）
関係者輸送ルート（一般道）
大会時混雑予想エリア
週末等の混雑エリア
競技会場

オリンピック期間　　７月19日（月）～８月９日（月）
パラリンピック期間　８月24日（火）～９月５日（日）

期
間

東京２０２０オリンピック聖火リレー 
点火セレモニーが行われました。

最初のランナーのトーチに点火

トーチキス後、みんなでポージング

熊谷知事がランナーのトーチに点火

最終ランナーが聖火皿に点火

グループランナー（旭市）のトーチキス

トーチキス後のフォトセッション

●掲載の内容は、新型コロナウイルスの感染拡大防止などのため、中止・変更となる場合があります。

千葉県内から都心方面に向かう方へ
　圏央道へのう回など、都心部を避けた移動をお願いします。
　なお、上記期間中は、首都高速道路において、一部
車種・車両を除き利用時間帯によって料金が上乗せ
（6～22時に1,000円加算）されます。詳しくは、
首都高速道路ウェブサイトをご確認ください。

2020首都高 検索
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