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競技会場 久米川駅 到着駅 所要時間 料金 乗換 乗換 徒歩 競技種目 備考

1 オリンピックスタジアム 北口 千駄ヶ谷 ４０分 IC461円 高田馬場 新宿 ５分 陸上、サッカー 開会式・閉会式

2 東京体育館 北口 千駄ヶ谷 ４０分 IC461円 高田馬場 新宿 １分 卓球

3 国立代々木競技場 北口 原宿 ４３分 IC461円 高田馬場 ５分 ハンドボール

4 日本武道館 北口 九段下 ４１分 IC472円 高田馬場 ５分 柔道・空手

5 皇居外苑 北口 日比谷 ６０分 IC503円 高田馬場 大手町 ２分 競歩

6 東京国際フォーラム 北口 有楽町 ６３分 IC503円 高田馬場 飯田橋 １分 ウエイトリフテイング

7 国技館 北口 両国 ６９分 IC524円 高田馬場 新宿 ２分 ボクシング

8 馬事公苑 北口 桜新町 ６４分 IC629円 高田馬場 渋谷 １５分 馬術

9 武蔵野の森総合スポーツプラザ 北口 武蔵境/浄水所 ４５分 IC560円 東村山/国分寺 バス利用 ５分 バトミントン・近代五種

10 東京スタジアム 北口 武蔵境/浄水所 ４５分 IC560円 東村山/国分寺 バス利用 ５分 ﾗｸﾋﾞｰ･ｻｯｶｰ・近代五種

11 武蔵野の森公園 北口 武蔵境/大沢ｺﾐ ４５分 IC560円 東村山/国分寺 バス利用 ５分 自転車競技ﾛｰﾄﾞﾚｰｽｽﾀｰﾄ

12 有明アリーナ 北口 有明テニスの森 ８７分 IC735円 高田馬場/飯田橋 豊洲 ８分 バレーボール

13 有明体操競技場 北口 有明テニスの森 ８７分 IC735円 高田馬場/飯田橋 豊洲 １分 体操

14 有明アーバンスポーツパーク 北口 有明テニスの森 ８７分 IC735円 高田馬場/飯田橋 豊洲 １分 ｽｹｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ、ＢＭＸ

15 有明テニスの森 北口 国際展示場 ７９分 IC837円 高田馬場 恵比寿 １３分 テニス

16 お台場海浜公園 北口 台場 ８４分 IC828円 高田馬場/日本橋 新橋 ３分 ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ、水泳

17 潮風公園 北口 台場 ８４分 IC828円 高田馬場/日本橋 新橋 ５分 ビーチバレー

18 青海アーバンスポーツパーク 北口 青海 ９２分 IC797円 高田馬場/飯田橋 豊洲 １０分 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ３ｘ３ スポーツクライミング

19 大井ホッケー競技場 北口 八潮南 ６１分 IC502円 高田馬場/品川 バス利用 ６分 ホッケー

20 海の森クロスカントリーコース 北口 新木場 ７８分 IC546円 高田馬場/飯田橋 ﾀｸｼｰ利用 5,060円 総合馬術

21 海の森水上競技場 北口 新木場 ７８分 IC546円 高田馬場/飯田橋 ﾀｸｼｰ利用 5,060円 ボート・カヌーｽﾌﾟﾘﾝﾄ

22 カヌー・スラロームセンター 北口 新木場 ７８分 IC546円 高田馬場 飯田橋 ７分 カヌースラローム

23 夢の島公園アーチェリー場 北口 新木場 ７８分 IC546円 高田馬場 飯田橋 ７分 アーチェリー

24 東京アクアティクスセンター 北口 辰巳 ７５分 IC546円 高田馬場 飯田橋 １０分 水泳

25 東京辰巳国際水泳場 北口 辰巳 ７５分 IC546円 高田馬場 飯田橋 ７分 水球

26 幕張メッセ　Ａホール 北口 海浜幕張 １０３分 IC807円 高田馬場/西船橋 南船橋 ５分 レスリング・テコンドー
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27 幕張メッセ　Ｂホール 北口 海浜幕張 １０３分 IC807円 高田馬場/西船橋 南船橋 ５分 フェンシング

28 埼玉スーパーアリーナ 南口 さいたま新都心 ５４分 IC574円 所沢/秋津/新秋津 南浦和 ３分 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

29 陸上自衛隊朝霞訓練場 南口 和光市 ６３分 IC545円 所沢/練馬 小竹向原 ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ 射撃

30 霞ヶ関カンツリー倶楽部 南口 狭山市 １８分 IC242円 ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ ゴルフ

31 埼玉スタジアム２００２ 南口 浦和美園 ５７分 IC861円 所沢/秋津/新秋津 東川口 １５分 サッカー

32 選手村 北口 勝どき ６９分 IC611円 高田馬場/門前仲町 １０分


