
 

 

東京２０２０オリンピック聖火リレーの 

ルート詳細及びランナーの発表について 

 

本日、神奈川県から、東京２０２０オリンピック聖火リレーの神奈川県内ルート詳

細及び神奈川県実行委員会が推薦し、決定したランナーが発表されましたので、お知

らせします。 

本市内のルートとしては、令和３年６月２９日(火)の横山公園第１駐車場付近から

相模原市役所に至るルートと、リニア神奈川県駅予定地付近から橋本公園に至るルー

トの２区間が設定されました。 

  

１ ルート詳細（相模原市内）について 
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スタート地点 
横山公園第 1 駐車場付近 

ゴール地点 
相模原市役所前 

(c)Esri Japan 

【ルート１】横山公園第１駐車場付近～相模原市役所前（約 2.1 ｷﾛﾒｰﾄﾙ） 

出発予定時間 午後６時５分 午後６時３４分 到着予定時間 

令和３年３月３１日 

相模原市発表資料 
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※ 交通混雑等を勘案し、一旦、聖火をランタンに納火し、ランナーが走行しない 

部分が設定されました。 

※ セレブレーションは、各日の最後に行われる、最終ランナーの到着を祝い、１日 

の聖火リレーの終わりを告げるセレモニーです。 

 

２ 聖火ランナーについて 

  東京２０２０オリンピック聖火リレー神奈川県実行委員会が推薦し、聖火ランナ 

ーとして決定された方は、別紙のとおりです。 

   

３ その他 

  本市以外の県内ルート及び聖火ランナーの詳細については、次のＵＲＬ等から東 

京２０２０オリンピック聖火リレー神奈川県情報サイトをご確認ください。 

 https://kanagawa-runner.jp/   

 

 

ゴール地点 
橋本公園(ｾﾚﾌﾞﾚｰｼｮﾝ) 

スタート地点 
ﾘﾆｱ神奈川県駅予定地付近 

【ルート２】リニア神奈川県駅予定地付近～橋本公園（約 1.5 ｷﾛﾒｰﾄﾙ） 

出発予定時間 午後７時２０分 午後７時４４分 到着予定時間 

問合せ先 
オリンピック・パラリンピック推進課 
電話 ０４２－８５１－３２４８ 

https://kanagawa-runner.jp/


聖火ランナー一覧

（年齢は令和３年３月31日時点、走行日・走行市町別、氏名五十音順、敬称略）

走行日 走行市町 氏名 居住地
ゆかりの
自治体

年齢 性別

6月28日 箱根町 加藤　瑛大
かとう えいた

大井町 大井町 13 男性

6月28日 箱根町 具志堅　幸司
ぐ し け ん こ う じ

横浜市 神奈川県 64 男性

6月28日 箱根町 近藤　美七海
こんどう　みなみ

箱根町 箱根町 15 女性

6月28日 伊勢原市 石川　小百合
い し か わ さ ゆ り

山北町 山北町 49 女性

6月28日 伊勢原市 髙橋　優花
たかはし ゆか

伊勢原市 伊勢原市 41 女性

6月28日 伊勢原市 中西　英敏
なかにし　ひでとし

平塚市 平塚市 62 男性

6月28日 伊勢原市 野島　良実
のじま よしみ

開成町 開成町 58 女性

6月28日 小田原市
バトツェツェゲ
オチルサイハン

小田原市 小田原市 18 男性

6月28日 小田原市 鎧塚　俊彦
よろいづか　としひこ

県外 小田原市 55 男性

6月28日 大磯町 後藤　恵一
ごとう　けいいち

大磯町 大磯町 62 男性

6月28日 大磯町 露木　行雄
つゆき ゆきお

湯河原町 真鶴町 72 男性

6月28日 大磯町 山崎　貴裕
やまざき　たかひろ

二宮町 二宮町 25 男性

6月28日 平塚市・茅ヶ崎市 青田　正順
あおた まさのり

寒川町 寒川町 64 男性

6月28日 平塚市・茅ヶ崎市 小山田　庸子
お や ま だ よ う こ

秦野市 平塚市 59 女性

6月28日 平塚市・茅ヶ崎市 佐藤　彩香
さとう あやか

茅ヶ崎市 神奈川県 25 女性

6月28日 平塚市・茅ヶ崎市 武内　典夫
たけうち のりお

横浜市 平塚市 62 男性

別添資料２
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走行日 走行市町 氏名 居住地
ゆかりの
自治体

年齢 性別

6月28日 平塚市・茅ヶ崎市 田中　江里
た な か え り

鎌倉市 葉山町 53 女性

6月28日 藤沢市 加山　雄三
かやま　ゆうぞう

非公表 神奈川県 83 男性

6月28日 藤沢市 澤崎　弘美
さわざき　ひろみ

逗子市 逗子市 53 女性

6月28日 藤沢市 つるの　剛士
たけし

藤沢市 藤沢市 45 男性

6月28日 藤沢市 永井　洋一
ながい よういち

藤沢市 藤沢市 64 男性

6月28日 藤沢市 廣瀬　俊朗
ひろせ としあき

藤沢市 神奈川県 39 男性

6月28日 藤沢市 宮下　空唯
みやした　くう

藤沢市 藤沢市 20 男性

6月29日 三浦市 副島　保彦
そえじま　やすひこ

県外 藤沢市 61 男性

6月29日 三浦市 津田　桂
つだ かつら

相模原市 相模原市 56 女性

6月29日 横須賀市 池井　将
いけい　しょう

横須賀市 横須賀市 28 男性

6月29日 横須賀市 ギャンビル　ウィリアム海音
かいと

三浦市 横須賀市 14 男性

6月29日 鎌倉市 石井　秀卓
いしい ひでたか

鎌倉市 鎌倉市 56 男性

6月29日 鎌倉市 武重　沙良
たけしげ　さら

横浜市 横浜市 16 女性

6月29日 鎌倉市 蓼沼　美幸
たてぬま　みゆき

逗子市 逗子市 51 女性

6月29日 鎌倉市 富田
とみた

　京子
きょうこ

大和市 神奈川県 55 女性

6月29日 海老名市 有持
あ り も ち

 真人
まさ ひと

清川村 神奈川県 59 男性

6月29日 海老名市 大澤　力
おおさわ つとむ

海老名市 海老名市 41 男性
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走行日 走行市町 氏名 居住地
ゆかりの
自治体

年齢 性別

6月29日 海老名市 KENZO(DA PUMP) 非公表 海老名市 36 男性

6月29日 厚木市 阿部　洋
あべ　　ひろし

厚木市 厚木市 69 男性

6月29日 厚木市 チャンスリー　龍海
りゅうが

座間市 神奈川県 13 男性

6月29日 相模原市 小泉
こいずみ

　京美
きょうみ

川崎市 相模原市 61 女性

6月29日 相模原市 佐藤　弘樹
さとう ひろき

松田町 松田町 39 男性

6月29日 相模原市 月
つき

崎
ざき

  竜童
りゅうどう

相模原市 相模原市 36 男性

6月29日 相模原市 野口　博史
のぐち ひろし

愛川町 愛川町 62 男性

6月30日 川崎市 アレックス　ラミレス 非公表 神奈川県 46 男性

6月30日 川崎市 五島
ごとう

　シズ 川崎市 川崎市 92 女性

6月30日 川崎市
佐々木　彩夏
さ さ き あ や か

(ももいろクローバーＺ)

非公表 ― 24 女性

6月30日 川崎市
高城
たかぎ

　れに

(ももいろクローバーＺ)

非公表 ― 27 女性

6月30日 川崎市
玉井　詩織
たまい しおり

(ももいろクローバーＺ)

非公表 ― 25 女性

6月30日 横浜市 姉﨑　正男
あねざき　まさお

大和市 大和市 75 男性

6月30日 横浜市 青木　保潔
あおき やすゆき

横浜市 神奈川県 57 男性

6月30日 横浜市 上野　水香
うえの みずか

非公表 神奈川県 43 女性

6月30日 横浜市 宇野　綾香
う の あ や か

横浜市 横浜市 15 女性

6月30日 横浜市 大類
おおるい　

　なをみ 県外 横浜市 22 女性
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走行日 走行市町 氏名 居住地
ゆかりの
自治体

年齢 性別

6月30日 横浜市 川瀬　賢太郎
かわせ けんたろう

非公表 神奈川県 36 男性

6月30日 横浜市 草笛　光子
くさぶえ みつこ

東京都 横浜市 87 女性

6月30日 横浜市 倉橋　良一
くらはし　りょういち

中井町 中井町 58 男性

6月30日 横浜市 児玉　ありか
こだま　

横浜市 横浜市 24 女性

6月30日 横浜市 杉田　勇
すぎた　いさむ

横浜市 横浜市 78 男性

6月30日 横浜市 千住　真理子
せんじゅ　まりこ

非公表 横浜市 58 女性

6月30日 横浜市 谷原　章介
たにはら　しょうすけ　　

県外 横浜市 48 男性

6月30日 横浜市 辻村　琢光
つじむら　たくみ

県外
藤沢市

南足柄市
（※旧居住地）

21 男性

6月30日 横浜市 出川　哲朗
でがわ てつろう

非公表 横浜市 57 男性

6月30日 横浜市 中村　歩
なかむら　あゆみ

湯河原町 湯河原町 51 女性

6月30日 横浜市 望
のぞ

海
み

 　風斗
ふ う と

非公表 横浜市 非公表 女性

6月30日 横浜市 塙
はなわ

　 健
けん

県外 鎌倉市 58 男性

6月30日 横浜市 藤井　文
ふじい あや

横浜市 横浜市 48 女性

6月30日 横浜市 正木　楓
まさき　かえで

横浜市 厚木市 25 女性

6月30日 横浜市 三浦　洋平
みうら ようへい

綾瀬市 座間市 42 男性

6月30日 横浜市 山崎　雄一郎
やまざき　ゆういちろう

横浜市 横浜市 63 男性
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