平成 29 年 3 月 24 日
オリンピック・パラリンピック準備局

東京 2020 オリンピック・パラリンピック フラッグツアー
（4 月、5 月 3 日実施分）について

都内全 62 区市町村を巡回する「東京 2020 オリンピック・パラリンピック フラッグツアー」
につきまして、4 月、5 月 3 日に実施するフラッグ歓迎セレモニーに出演するアンバサダー等
が下記のとおり決まりましたので、お知らせします。

記
（1）小金井市
【日時】

4 月 1 日（土）

13 時 00 分～13 時 30 分

【会場】

江戸東京たてもの園前広場（都立小金井公園内）
（住所：東京都小金井市桜町 3-7-1）
<荒天時>

総合体育館（住所：東京都小金井市関野町 1-13-1）

【アンバサダー】 （以下、敬称略）
三宅 宏実 （みやけ ひろみ）
（オリンピアン・ウェイトリフティング／アテネ 2004 大会、
北京 2008 大会、ロンドン 2012 大会 銀メダル、
リオデジャネイロ 2016 大会 銅メダル）
※小池

百合子（こいけ

ゆりこ）都知事も出演

（2）荒川区
【日時】

4 月 2 日（日）

13 時 30 分～14 時 00 分

【会場】

ゆいの森あらかわ

【アンバサダー】

小谷 実可子（こたに みかこ）

１階ホール（住所：東京都荒川区荒川 2-50-1）

（オリンピアン・シンクロナイズドスイミング／
ソウル 1988 大会

ソロ・デュエット 銅メダル）

（3）府中市
【日時】

4 月 9 日（日）

【会場】

府中公園 メルヘンステージ（住所：東京都府中市府中町 2-26）

【アンバサダー】 城

11 時 30 分～12 時 00 分

彰二（じょう

しょうじ）

（オリンピアン・サッカー／アトランタ 1996 大会）
吉田 信一（よしだ

しんいち）

（パラリンピアン・卓球／リオデジャネイロ 2016 大会）

（4）台東区
【日時】

4 月 10 日（月）11 時 30 分～12 時 00 分

【会場】

西洋美術館 前庭内（住所：東京都台東区上野公園 7-7）
<雨天時>

西洋美術館 ピロティ（住所：同上）

【アンバサダー】 上地 結衣（かみじ ゆい）
（パラリンピアン・車いすテニス／ロンドン 2012 大会、
リオデジャネイロ 2016 大会

シングルス

銅メダル）

【ｽﾍﾟｼｬﾙｱﾝﾊﾞｻﾀﾞｰ】国分 太一（こくぶん たいち）（TOKIO）

（5）墨田区
【日時】

4 月 15 日（土）

11 時 00 分～11 時 30 分

【会場】

すみだリバーサイドホール 2 階イベントホール
（住所：東京都墨田区吾妻橋 1-23-20）

【アンバサダー】

小谷 実可子（こたに みかこ）
（オリンピアン・シンクロナイズドスイミング／
ソウル 1988 大会
三浦

浩（みうら

ソロ・デュエット 銅メダル）
ひろし）

（パラリンピアン・パワーリフティング／
ロンドン 2012 大会、リオデジャネイロ 2016 大会）

（6）調布市
【日時】

4 月 15 日（土）

10 時 00 分～10 時 30 分

【会場】

東京スタジアム（味の素スタジアム）ペデストリアンデッキ
（住所：東京都調布市西町 376-3）

【アンバサダー】

三宅 義信（みやけ よしのぶ）
（オリンピアン・ウェイトリフティング／ローマ1960大会 銀メダル、
東京1964大会 金メダル、メキシコシティ1968大会 金メダル、
ミュンヘン1972大会)

（7）世田谷区
【日時】
【会場】
【アンバサダー】

4 月 23 日（日）

14 時 00 分～14 時 30 分

世田谷区三軒茶屋ふれあい広場（住所：東京都世田谷区太子堂 2-17-1）
畠山 愛理（はたけやま あいり）
（オリンピアン・新体操／
ロンドン 2012 大会、リオデジャネイロ 2016 大会）

（8）三鷹市
【日時】

4 月 29 日（土）

12 時 30 分～13 時 00 分

【会場】

三鷹中央防災公園・元気創造プラザ
（SUBARU 総合スポーツセンターメインアリーナ）
（住所：東京都三鷹市新川 6-37-1）

【アンバサダー】 田口

亜希（たぐち

あき）

（パラリンピアン・射撃競技／アテネ 2004 大会、北京 2008 大会、
ロンドン 2012 大会／公益財団法人東京オリンピック
･パラリンピック競技大会組織委員会 アスリート委員）

（9）中央区
【日時】

5 月 3 日（水）

10 時 20 分～10 時 55 分

【会場】

中央区立総合スポーツセンター

2F 主競技場

（住所：東京都中央区日本橋浜町 2-59-1）
【アンバサダー】

外村

哲也（そとむら

てつや）

(オリンピアン・トランポリン／北京 2008 大会)

