
東京 2020 大会 1周年記念イベント～TOKYO FORWARD～
東京2020 オリンピック・パラリンピック競技大会は、多くの皆様のご協力を得て開催することができました。
大会 1周年の機会を捉え、「東京 2020 大会 1周年記念イベント～TOKYO FORWARD～」として、

東京 2020 大会 1周年記念セレモニーと競技体験イベントを実施します。

東京 2020 大会 1周年記念セレモニー

オリンピアン・パラリンピアンやボランティアによる入場パレードやゲストを交えた
アスリートとの交流イベント等を実施します！
さらに、セレモニーの締めくくりはアーティストによるライブパフォーマンスで１周年の節目を盛大に盛り上げ！

会場で観覧いただくためには
無料の事前申込が必要です

 開催日時  　2022 年 7月 23日（土）　開場 15時 00分 / 開式 17時 00分 ～ 閉式 18時 30分
 会　　場  　国立競技場　〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町 10-1 
 参加方法  　事前申込・抽選制（無料）

2022 年 6月 19日 ( 日 ) 申込締切
セレモニー観覧参加希望の方は、以下特設サイトよりお申込みください！
https://www.after1year.jp
～当日はセレモニーの様子をYouTube ライブでも配信！～
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東京 2020 大会 1周年記念イベント

オリンピック・パラリンピック競技やデジタル技術を活用したスポーツの体験、
メダリストサイン入りグッズ等の展示など、
多くの方に楽しんでいただける様々なコンテンツを用意しておりますので、この機会に是非御来場ください。

お問い合わせ先
東京 2020大会 1周年記念イベント事務局
Mail：info@after1year.jp Tel：03-6810-3369

【主催】 東京都
【共催】 公益財団法人日本オリンピック委員会
 公益財団法人日本パラスポーツ協会日本パラリンピック委員会

参加無料・
事前申込不要

DAY1

開催日時
2022 年 7月 23日 ( 土 ) 
10 時 00分 ～ 17 時 00分

参加方法
当日受付制（無料）

実施内容
○競技体験
　・BMX
　・ボート
○デジタル競技体験
　・VR車いすレーサー
　・AI を活用した体力テスト
○東京 2020大会の開会式衣装や
　メダリストサイン入りグッズ等の展示
○文化体験、被災地復興情報の発信

など
 

7/ (土)23 国立競技場

DAY1 実施会場

国立競技場
〒160-0013 
東京都新宿区霞ヶ丘町 10-1

● JR 総武線各駅停車「千駄ケ谷駅／信濃町駅」徒歩 5分
● 都営大江戸線「国立競技場（A2出口）」徒歩 1分
● 東京メトロ銀座線「外苑前駅（3番出口）」徒歩 9分

アクセスマップはこちら▲

DAY2

開催日時
2022 年 7月 28日 ( 木 ) 
11 時 00分 ～ 18 時 00分

参加方法
当日受付制（無料）

実施内容
○競技体験
　・スポーツクライミング
　・柔道
　・ボッチャ
○デジタル競技体験
　・VR車いすレーサー
　・AI を活用した体力テスト
○東京 2020大会の開会式衣装や
　メダリストサイン入りグッズ等の展示
○文化体験、被災地復興情報の発信

など
 

7/ (木 )28 TACHIKAWA
STAGE GARDEN

DAY2 実施会場

TACHIKAWA
STAGE GARDEN
( 立川ステージガーデン )

〒190-0014 
東京都立川市緑町 3-3 N1
● JR「立川駅」徒歩 8分
● 多摩モノレール「立川北駅」徒歩 7分

アクセスマップはこちら▲



 
 

申込方法について 

 

〇申込方法：ハガキ・封書による郵送 

〇以下の項目をご記入ください。 

※お一人様ハガキ・封書 1 通につき 1 口の応募とさせていただきます。 

 

1.代表者のお名前（姓・名） 

2.代表者のフリガナ（セイ・メイ） 

3.郵便番号、ご住所 

4.電話番号 

5.生年月日 

6.メールアドレス 

※お持ちの方のみご記載ください。当落結果をメールでお知らせいたします。  

7.申込人数 

※1 応募につき、ご自身を含めて 4 名までお申し込みいただけます。 

8.優先席希望有無 

※優先席の数もご記入ください ※介添が必要な方は、「申込人数」に介添者の方も含めた人数で 

お申し込みください。  

9.同行者情報 

同行者お名前（姓・名） 

  同行者のフリガナ（セイ・メイ） 

  同行者生年月日 

  代表者様と同行者様のご関係  

 

※同行者がいる場合は人数分記入をお願いします 

※代表者様と同行者様のご関係」は以下よりご選択ください 

両親/子供/兄弟・姉妹/配偶者/祖父母/友人/知人/その他 

 ※封書の方は別紙「封書応募専用 記入フォーマット」より記入フォーマットを PDF で印刷の上、   

ご記入いただく方法もございます 

 

 

 

 

〇締切：６月 24 日（金）必着 

 

なお、６月 19 日（日）までにお申し込みの場合は、以下の専用 HP から WEB申込も可能です。 

専用 HP：https://www.after1year.jp 

 

【宛先】 

〒151-8691日本郵便株式会社 代々木郵便局 郵便私書箱 第 38号 観覧応募事務局 

https://www.after1year.jp/


※こちらを印刷して、記入いただき、封書にてご応募いただけます。応募・同行される方の情報を以下にご記入をお願いいたします

＜記入必要事項＞

姓　　　　　　　　　　　名 メイ

郵便番号 〒　　　　　-

ご住所

電話番号 

生年月日 　　　年　　　　　月　　　　日

メールアドレス

申込人数※該当に〇

優先席希望有無※該当に〇

●申込人数が2名以上の方は、同行者様の情報を記入ください

姓　　　　　　　　　　　名 メイ

同行者様　生年月日 　　　年　　　　　月　　　　日

代表者様と同行者様のご関係

※該当に〇

姓　　　　　　　　　　　名 メイ

同行者様　生年月日 　　　年　　　　　月　　　　日

代表者様と同行者様のご関係

※該当に〇

姓　　　　　　　　　　　名 メイ

同行者様　生年月日 　　　年　　　　　月　　　　日

代表者様と同行者様のご関係

※該当に〇

個人情報のお取り扱いについて

以下にご同意のうえ、ご応募くださいますようお願い申し上げます。

ご記入いただきま した個人情報は、発送のご連絡、 および個人を特定しない形で統計 データのためにのみ利用させていただきます。

また、法令に定める場合を除き、ご本人さまの承諾なしに第三者（業務委託先を除く）に個人情報を提供することはいたしま せん。

個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ先は以下のとおりです。

上記の内容について同意いただけましたら以下の□ に☑を入れてください。

本受付へのお問い合わせ チケプラお問合せフォーム　https://tixplus.jp/support/tixplus/

　　　　　　　　　都・府・県　　　　　　　　　　　　　　市・区・町・村

両親  /  子供  /  兄弟・姉妹  /  配偶者  /  祖父母  /  友人  /  知人  / その他

□　上記『個人情報の取り扱いについて』の内容に同意いたします。

同行者様　②

両親  /  子供  /  兄弟・姉妹  /  配偶者  /  祖父母  /  友人  /  知人  / その他

同行者様　③

同行者様のお名前

セイ

同行者様のお名前

セイ

同行者様のフリガナ

同行者様のフリガナ

東京2020大会1周年記念イベント観覧希望

封書応募専用　記入フォーマット

両親  /  子供  /  兄弟・姉妹  /  配偶者  /  祖父母  /  友人  /  知人  / その他

優先席　希望する（　1席 ・ 2席 ・　3席 ・ 4席　) 　・　 希望しない

1名 　　　・ 　　　2名 　　　・ 　　　3名 　　・ 　　　4名

同行者様　①

代表者様のお名前 代表者様のフリガナ

セイ

同行者様のお名前

セイ

同行者様のフリガナ

※優先席の数もご記入ください※介添が必要な方は、「申込人数」に介添者の方も含めた人数でお申込みください

※お持ちの方のみご記載ください ※当落結果をメールでお知らせいたします


