
種別 開催構想会場（2016年9月時点） 調整状況（2019年1月時点）

競泳／飛込 名古屋市総合体育館
［レインボープール］

① 名古屋市総合体育館［レインボープール］

アーティスティックスイミング 古橋廣之進記念浜松市総合水泳場 ② 古橋廣之進記念浜松市総合水泳場

水球 春日井市温水プール ③ 春日井市温水プール

マラソンスイミング ― ― ー 調整中（開催構想に未記載の種別）

2 岡崎中央総合公園多目的広場他 岡崎中央総合公園多目的広場他 ④ 岡崎中央総合公園多目的広場他

（トラック／フィールド） 瑞穂公園陸上競技場 瑞穂公園陸上競技場 ⑤ 瑞穂公園陸上競技場

（マラソン） 瑞穂公園陸上競技場（都心コース） 瑞穂公園陸上競技場（都心コース） ⑤ 瑞穂公園陸上競技場（都心コース）

（競歩） 愛知県庁・名古屋市役所周辺コース 愛知県庁・名古屋市役所周辺コース ⑥ 愛知県庁・名古屋市役所周辺コース

4 ウィングアリーナ刈谷 会場変更も含めて再調整中 ⑦ 一宮市総合体育館

豊橋市総合体育館 ⑧ ウィングアリーナ刈谷

一宮市総合体育館 ー 調整中

３×３ ― ― ー 調整中（開催構想に未記載の種別）

6 春日井市総合体育館 会場変更も含めて再調整中 ⑨ 西尾市総合体育館

スプリント 長良川国際ボートコース 長良川国際ボートコース ⑩ 長良川国際ボートコース

スラローム 矢作川カヌースラロームコース 矢作川カヌースラロームコース ⑪ 矢作川カヌースラロームコース

ポロ（※） 保田ヶ池 保田ヶ池 ー 調整中

競技会場の検討状況

3

7
カヌー
・カヤック

5

競技：パリオリンピックで実施される中核２８競技（１ 水泳～２８ レスリング）について、調整が整った３５競技会場を仮決定案とし、調整中のものについては、調整が整い次第、仮決定予定
　　　　中核28競技以外の競技会場については、実施競技決定後、市町村や競技団体との調整を踏まえて仮決定予定
種別：パリオリンピックで実施される種別が未決定であるため、東京オリンピックで実施される種別で一旦整理
      　（※）開催構想に記載したカヌー・カヤック（ポロ）は、東京オリンピック実施種別ではないため、仮決定の対象外

仮決定会場案（2019年8月時点）

1 水泳

名古屋市総合体育館
［レインボープール］

競技

注）　競技会場の仮決定案については、パリオリンピック実施種別の決定状況、ＯＣＡやＡＦ等との調整及び新たな施設の整備等により、変更の可能性あり
　　　2019年１月時点から変更がある会場については、網掛け

アーチェリー

会場変更も含めて再調整中

ボクシング

陸上競技

バドミントン

バスケット
ボール

５×５

≪開催都市契約に基づく実施競技≫

①2024年パリオリンピックで実施される競技（開催都市であるパリが提案する競技を含む）

②アジア5地域での普及を考慮して決定される競技

③組織委員会が提案する最大2競技

④OCAが提案する最大2競技



種別 開催構想会場（2016年9月時点） 調整状況（2019年1月時点） 仮決定会場案（2019年8月時点）競技

トラックレース 伊豆ベロドローム 伊豆ベロドローム ⑫ 伊豆ベロドローム

ロードレース 奥三河地域 奥三河地域 ⑬ 新城市内発着コース

マウンテンバイク 名古屋市内 小幡緑地 ⑭ 小幡緑地

BMXレース 愛知県国際展示場駐車場 会場変更も含めて再調整中 ー 調整中

BMXフリースタイル ― ― ー 調整中（開催構想に未記載の種別）

9 馬術 馬場馬術／総合馬術／障害馬術 愛知県森林公園 愛知県森林公園 ⑮ 愛知県森林公園

10 愛知県国際展示場 愛知県国際展示場 ⑯ 愛知県国際展示場

豊田スタジアム ⑰ 豊田スタジアム

名古屋市港サッカー場 ⑱ 名古屋市港サッカー場

豊田市運動公園球技場 ―

ウェーブスタジアム刈谷 ⑲ ウェーブスタジアム刈谷

豊橋市民球技場 ―

― ―
他の県内会場並びに岐阜県、静岡県及び三重県
内の会場の調整を進めるとともに、関西圏内の会
場での実施を検討中

12 愛知カンツリー倶楽部東山コース 愛知カンツリー倶楽部東山コース ⑳ 愛知カンツリー倶楽部東山コース

13 体操 体操／新体操／トランポリン 名古屋市総合体育館
［レインボーホール］

会場変更も含めて再調整中 ㉑ 名古屋市総合体育館［レインボーホール］

武田テバオーシャンアリーナ ㉒ 春日井市総合体育館

名古屋市稲永スポーツセンター ㉓ 名古屋市稲永スポーツセンター

15 岐阜県グリーンスタジアム 岐阜県グリーンスタジアム ㉔ 岐阜県グリーンスタジアム

16 スカイホール豊田 会場変更も含めて再調整中 ㉕ 愛知県新体育館

（レーザーラン／馬術） 愛知県森林公園 愛知県森林公園 ⑮ 愛知県森林公園

（フェンシング） 愛知県国際展示場 春日井市総合体育館 ㉒ 春日井市総合体育館

（水泳） 名古屋市総合体育館
［レインボープール］

春日井市温水プール ③ 春日井市温水プール

近代五種

柔道

17

11 サッカー

ゴルフ

14 ハンドボール

8 自転車競技

フェンシング

県外の会場も含めて再調整中

会場変更も含めて再調整中

ホッケー



種別 開催構想会場（2016年9月時点） 調整状況（2019年1月時点） 仮決定会場案（2019年8月時点）競技

18 長良川国際ボートコース 長良川国際ボートコース ⑩ 長良川国際ボートコース

19 瑞穂公園ラグビー場 瑞穂公園ラグビー場 ㉖ 瑞穂公園ラグビー場

20 海陽ヨットハーバー 海陽ヨットハーバー ㉗ 海陽ヨットハーバー

21 射撃 （ピストル／ライフル／クレー） 愛知県総合射撃場 愛知県総合射撃場 ㉘ 愛知県総合射撃場

22 西尾市総合体育館 会場変更も含めて再調整中 ㉙ スカイホール豊田

23 名古屋市枇杷島スポーツセンター 会場変更も含めて再調整中 ㉚ 豊橋市総合体育館

24 東山公園テニスセンター 左記会場での対応方法を検討中 ㉛ 東山公園テニスセンター

25 調整中 調整中 ー 調整中

愛知県体育館 ㉜ 岡崎中央総合公園総合体育館

小牧市スポーツ公園総合体育館 ㉝ 小牧市スポーツ公園総合体育館

ビーチバレーボール 碧南緑地ビーチコート 碧南緑地ビーチコート ㉞ 碧南緑地ビーチコート

27 名古屋市中小企業振興会館 名古屋市中小企業振興会館 ㉟ 名古屋市中小企業振興会館

28 レスリング フリースタイル／グレコローマンスタイル 岡崎中央総合公園総合体育館 会場変更も含めて再調整中 ㉕ 愛知県新体育館

ナゴヤドーム ナゴヤドーム

岡崎中央総合公園野球場 岡崎中央総合公園野球場

小牧市総合運動場野球場 小牧市総合運動場野球場

刈谷球場 ―

安城市総合運動公園ソフトボール場 安城市総合運動公園ソフトボール場

30 稲沢グランドボウル 会場変更も含めて再調整中

31 愛・地球博記念公園野球場 愛・地球博記念公園野球場

32 東海市民体育館 会場変更も含めて再調整中

33 愛知県武道館 会場変更も含めて再調整中

34 （仮称）瑞穂公園体育館 会場変更も含めて再調整中

35 名古屋市国際展示場 名古屋市国際展示場

36 愛知県国際展示場 愛知県国際展示場

スポーツクライミング

ボート

セパタクロー

スカッシュ

ボウリング

クリケット

カバディ

マーシャルアーツ

                       （ソフトボール）     

※　パリオリンピックの追加候補競技は、「35 スポーツクライミング」の他、ブレイクダンス、スケートボード、サーフィンの4競技

　今後、開催都市契約に基づいて実施競技を決
定し、それに合わせて会場を決定

ウエイトリフティング

29
野球・
ソフトボール

                                 （野球）     

卓球

テコンドー

テニス

トライアスロン

26
バレー
ボール

バレーボール 会場変更も含めて再調整中

ラグビー

セーリング
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瑞穂公園陸上競技場
（メイン会場）

選手村候補地

名古屋市国際展示場

(メインメディアセンター)

競技会場マップ（仮決定会場案）


