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10月22日(木) 晴れ 

●ソング／四つのテスト 

●司会／穴倉 廸彌副会長 

●ゲスト／東京オリンピック・パラリンピック競技大会 

組織委員会 札幌大通公園会場運営本部 

会場運営担当課長 大椋 利宏様 

●ビジター／なし 

●10月 22日出席率／会員35名中欠席18名、規定除外

者2名45.4% 

●10 月 8日確定出席率／会員35名中欠席0名、規定除

者4名100% 

●会長報告／なし 

●幹事報告／10月17日の米山奨学生情報交換親睦会に、

当クラブの米山奨学生チャン・ホアン・アンさんが参加

されました。 

●委員会報告／なし 

●米山記念寄付／ 

目標額544,000円 達成額  208,000円 達成率 38.2％ 

●ロータリー財団寄付／ 

目標額545,700円 達成額  378,200円 達成率 69.3％ 

●ニコニコBOX／ 

目標額  800,000円 達成額 334,000円  達成率 41.7％ 

●主要プログラム 

「TOKYO2020オリンピック・パラリンピック競技大会 

マラソン・競歩実施概要について」                

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 
札幌大通公園会場運営本部 
会場運営担当課長 

大椋 利宏様 
「東京オリンピック・パラリ

ンピック競技大会組織委員

会」の大椋でございます。本

日はこのような機会を頂き誠

にありがとうございます。早速ですがTOKYO2020
大会の開催概要でございます。競技日程はオリンピ

ックが 2021 年 7/23（金）～8/8（日）までの 17 日

間、パラリンピックが 8/24（火）～9/5（日）までの

13 日間です。続いて札幌で実施されますマラソンと

競歩競技の日時ですが、時系列に 8/5（木）夕方

16：30 より男子 20 キロ競歩がスタート致します。

翌日 6 日（金）朝 5：30 より男子 50 キロ競歩がス

タート、同日夕方 16：30 より女子競歩20 キロがス

タート致します。翌 7 日（土）は朝 7 時より女子マ

ラソンがスタート、そしてオリンピック最終日でも

ある翌 8 日（日）朝 7 時より男子マラソンスタート

となっております。コースにつきましては既に公表

されております。（原稿上省略※コース掲載URL：
https://tokyo2020.org/ja/news/news-20191219-02-
ja） 
なお、正確な距離の計測につきましては、今月 10

日（土）・11 日（日）に、WA 国際陸連の計測員と

日本陸連の計測員によって計測されており、来月末

か 12 月上旬には正式にコース認定が下りる予定とな

ってございます。出場選手数はマラソンで男女とも

に 80 名前後、競歩も男女ともに 60 名前後となって

おります。競技制限時間ですが、オリンピックにお

いてはマラソン・競歩ともに時間による足切りはご

ざいません。最終ランナーがゴールまたは棄権・失

格等のない限りレースは続行となりますが、女子マ

ラソンでこれまで最も遅い記録で 3 時間 48 分とい

う記録が残っておりますので、多く見積もってもこ

のくらいの競技時間を想定しているところでありま

す。競歩につきましては、20 キロ競技であれば 1 キ

ロを 4 分前後、50 キロ競技であれば 1キロを 4 分

20 秒くらいの展開と予測されております。このこと

から、20 キロで 2 時間程度、50 キロで 4 時間程度
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の競技時間を見込んでいるところでございます。 
続いて交通規制です。規制開始は競技開始の 120 分

前となっております。コースは一部を除くほぼ全線

をメタルバリケードと呼ばれる鉄柵で覆う形となり

ますので、いったん規制が始まりますと、原則、車

両はもとより、歩行者も一切の横断はできなくなり

ます。これらの設置に要する時間を考慮し、場所に

よっては更に早い時間から規制をさせて頂く可能性

もございます。加えて ITP と言われる中間計測地点

や給水ポイント、カメラポジションにおいても部分

的に早い時間帯から規制を始めさせて頂く可能性が

ございます。これらを総合致しまして、あくまで現

段階での想定としては、最も早くて 180 分、つまり

午前 4 時頃から規制開始となる場所も出てくるとい

う見通しを立てているところでございます。対して

規制解除でございますが、マラソンは最終ランナー

が通過後、段階的に解除となる予定です。このこと

から、1 度しか通らない南の方は 1～2 時間で解除と

なる見通しですが、周回コースとなっている北側は

3 時間から 4 時間程度かかる見通しを立てていると

ころでございます。競歩につきましては競技終了後

速やかに規制解除をさせて頂く予定でございます。 
続いて来年 3月～5 月にテストイベントを実施す

る予定を立てております。但し 3 月の北海道で沿道

競技を実施するのはなかなか気温的に厳しいものが

ございますので、4 月～5 月のどこかで実施する予定

であり、粗々の計画を 11 月下旬か 12 月上旬に公表

できるよう現在準備を進めているところでございま

す。最後に今後のスケジュールとなります。先ほど

も申し上げましたように、現在はテストイベントの

内容を固めるべく様々な調整を致しております。交

通規制につきましても、出来るだけ本番さながらの

ものを想定致しておりまして、その公表が 3 月の予

定。4 月の下旬からは大通公園西２・３・４丁目の

オーバーレイ工事が着工致します。そして 5 月まで

にテストイベントを実施。6 月には本大会の交通規

制情報をリリースし、いよいよ 8 月の本大会を迎え

るといった流れになっております。以上がマラソン

と競歩の概要でございます。 
未だ調整事項が多く、正確な情報をお伝えできな

い点、誠に申し訳なく思ってございます。特に交通

規制面においては、多くの事業者・市民の皆さまに

はご理解とご協力を頂かなくてはならない重要な事

案であると私どもも認識をしているところでござい

ます。また、競技観戦面における新型コロナウイル

スのご不安も拭えないところでありますが、国、東

京都、組織委員会の 3 者におけるコロナ対策調整会

議も既に 3 回実施しておりまして、年内には議論の

経過を公表する予定であります。特にマラソン・競

歩は沿道競技という事もあり、観衆のコントロール

が非常に難しいところもございますが、出来うる限

りの対策を講じて参りたいと考えております。一方

で本年も下期に入りまして、スポーツ界においては

着実に対策を講じて安全に大会を実施できることも

示し始めております。TOKYO2020 大会に関しまし

ても、皆さまより特段のご理解を賜り、こと札幌に

おきましては、これから 10 年後の 2030 冬季札幌五

輪招致に繋がるよう努めて参りたいと存じておりま

すので、重ねてのご理解をお願い申し上げます。 
 
 
 
 
 
 

 

例会場：札幌三越４Ｆライラック 例会日：毎週木曜日１２：３０ 会報委員／◎西 智樹、池﨑 潤、○久保 隆、小西 政秀、八木 健真 

事務所：札幌市中央区南 4 条東 4 丁目 2-1 さくら総合会計ビル  TEL:011-200-2066   FAX011-200-2067  E-mail:sap-seihoku.ri2510@dao.or.jp 

HP アドレス: sapporo-seihoku-rc.com 

西 智樹会員：大椋様、本日の卓話楽しみです。よろしくお願いします。 

海野 均会員：大椋様、オリンピックの卓話楽しみです。 

小川眞治会員：札幌オリンピック運営担当者、卓話の大椋さん講話楽しみにしております。 

久保 隆会員：大椋様のオリンピックのお話、楽しみです。 

得能宗洋会員：大椋様、本日の卓話よろしくお願いします。入会記念日祝。 

次回プログラム      11/12（木）  ゲスト卓話 

一般社団法人 新文化経済振興機構 理事長 堀口 哲行様 

                                     ソング：クラブ会歌 

30 日 (金) 札幌幌南 定例夜間例会 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 3 日 (火) 札幌清田 法定休日
30 日 (金) ライラック 定例夜間例会 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 3 日 (火) 大通公園 法定休日
31 日 (土) 札幌手稲 繰上夜間移動例会 4 日 (水) モーニング 法定休日週の為、休会

2 日 (月) 札幌南 法定休日週の為、休会 4 日 (水) 札幌 法定休日週の為、休会

2 日 (月) 札幌北 法定休日週の為、休会 4 日 (水) 真駒内 法定休日週の為、休会

3 日 (火) 札幌西 法定休日 4 日 (水) 新札幌 法定休日週の為、休会

3 日 (火) はまなす 法定休日 5 日 (木) 札幌東 法定休日週の為、休会

市内他クラブのプログラム


