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ホストタウンの情報発信WEBサイト開設について 

 
 全国のホストタウン情報が把握できるプラットフォームとなる専用 WEB サ
イトを開設することになりましたので、お知らせします。 
イベント情報、合宿情報などもリアルタイムで更新されます。また、全国のホ

ストタウンが連携した企画コーナーを設置していきます。みなさま、是非、アク
セスしてください。 
 
１．WEBサイト開設のねらい 
 ホストタウンは、世界初のオリンピック・パラリンピックに参加する世界の各
国・地域の選手をホスト国の自治体があたたかく迎え、応援する仕組みです。世
界中が新型コロナウイルス感染症による大きな影響を受ける中、日本のホスト
タウンの方々が、ホストタウン相手国・地域の選手を応援し、相手国・地域の文
化と自分たちの文化の交流をさせ、相手国・地域の方々と友達になっていること
を発信することが、人々を勇気づけ、結びつけることにつなげられるのではない
かと期待しています。 
以上を背景に、国内外の多くの方々にホストタウンを知っていただくことを

狙いとして、ホストタウン情報発信WEBサイトを開設することにしました。 
 
２．WEBサイトの名称 
「世界はもっとひとつになれる Light up HOST TOWN Project」 
 

３．WEBサイトの特色（WEBサイト画像はイメージです） 
〇どこがホストタウンになっているのか、私の国のホストタウンは
どこかがわかる 
東京大会に参加予定の相手国・地域、自治体、競技といった切り口でホスト

タウンを検索できます。 

7月 28日(火)11時目途（閣議後会見後）を解禁日とする。 

※４．「ＢＧＭ動画」については上記と別途解禁日調整中。 



 
〇ホストタウンで何をやっているのかがわかる 
各自治体が実施するホストタウンのイベント情報など入手できます。 

 
〇ホストタウンの力がわかる 
日本人アスリート、海外アスリートのメッセージ動画、自治体作成動画など

を掲載するページなど全国のホストタウンに協力いただき、企画ページも作成
していきます。 

 
 
 



４．企画ページ詳細 
企画ページ詳細は以下の通りです。 
※協力いただいた日本人アスリート、海外アスリート・サポーターの皆様の一覧につきまし

ては別紙をご参照ください。随時更新予定。 
 
＜日本人アスリートメッセージ動画＞※７月１日（水）公表開始済 
 ホストタウンにゆかりのある日本人パラアスリートから相手国・地域の選手
に来年の東京大会に向けて、コロナ禍における自身の取組やアスリートならで
はの切り口でホストタウンの意義について触れていただいています。 
 
＜海外アスリート・サポーターメッセージ動画＞ 
 ホストタウンにゆかりのある海外アスリート・サポーターに、受け入れてくれ
るホストタウンの皆様へ向けたメッセージをそれぞれの言葉で語っていただき
ました。 
 
＜BGM動画＞ 
 日本人アスリート、海外アスリート・サポーターのメッセージ動画の BGMに
使われている楽曲「同じ空の下 同じ星の上」（作詞・作曲 公益財団法人東京オ
リンピック・パラリンピック競技大会組織委員会「経済・テクノロジー」専門委
員会委員の榎田竜路さん。榎田さんは、今回の応援動画プロジェクトのプロデュ
ーサーとして参画）を福島県南相馬市立原町第二中学校の生徒有志の皆さんに、 
歌詞の一部を改めて作詞していただき、歌っていただいた動画を掲載します。 
 
＜自治体応援メッセージ動画＞ 
 受け入れ側のホストタウン自治体からも、相手国・地域に向けた応援メッセー
ジをスケッチブックリレー方式で伝えます。 
 どのような人が出てくるか、どのようなメッセージになるかそれぞれの自治
体の想いや特色が溢れる動画になりますので是非お楽しみに！ 

 
 
 
 



＜動画掲載イメージ＞ 
 
 
 
 

 
 
 
５．今後のスケジュール 
令和２年 7月 1日：日本人アスリート動画公表開始 
同年 7月下旬以降：検索機能稼働開始 
同年８月上旬以降：海外アスリート・サポーター動画公表開始、 

 同年９月中旬以降：自治体応援メッセージ動画公表開始 
同年 10月：ホストタウン活動予告・報告公表開始 
※「ＢＧＭ動画」については公表時期調整中。決まり次第お知らせします。 

※各公表及び検索機能稼働はデータ等が整い次第順次となります。 

以上 

 

 

（本件連絡先） 
     内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会 

   推進本部事務局  久保 
     電話：080-1139-4123 

 

 



【別紙】協力者一覧
＜日本人アスリート＞

氏名 ホストタウンとの関係
ＮＯ.1 石原　正治 選手 2020ホストタウンサミットに協力

ＮＯ.2 近江　優菜 選手 福井県福井市のスロベニアパラチームのホストタウン交流に参加
ＮＯ.3 永田　裕幸 選手 埼玉県三芳町のホストタウンの取組に協力

ＮＯ.4 川野　将太 選手
共生社会ホストタウンである福岡県飯塚市で開催の

飯塚国際車いすテニス大会に参加

ＮＯ.5 鈴木　徹 選手 2020年東京オリンピック・パラリンピック山梨市アンバサダー

ＮＯ.6 別所　キミヱ 選手 兵庫県明石市の共生社会ホストタウンの取組に協力

ＮＯ.7 橋本　勝也 選手 復興ありがとうホストタウンサミットinJヴィレッジに協力

＜海外アスリート・サポーター＞（7月7日現在。最大60名程度予定）
氏名 国・地域名 競技名 ホストタウン

ＮＯ.1
①アイヌル・マッマドワ 選手
②オルハン・ムサエウ 選手

アゼルバイジャン
①パラテコンドー

②パラ陸上
石川県志賀町

ＮＯ.2 エリック・ショージ 選手 アメリカ合衆国 バレーボール 静岡県三島市
ＮＯ.3 ユル・モルダウアー 選手 アメリカ合衆国 体操 千葉県船橋市

ＮＯ.4 マルティン・デモンテ 監督 アルゼンチン
5人制サッカー

(ブラインドサッカー)
福島県楢葉町・広野町・川俣町(競技後交流)、

大阪府堺市（事前合宿）

ＮＯ.5
①スルヨ・ヌグロホ 選手

②アフマッド・ジギ・ザレスタ・ユダ 選手
インドネシア

①パラバドミントン
②空手

東京都町田市

ＮＯ.6
アネリ・マクドナルド 英国パラリンピック委員会 大会準

備運営責任者
英国 ー 神奈川県横浜市、川崎市

ＮＯ.7
①デジェン・テスファレム・ウェルドゥ 選手

②ケセテ・ハブテシオン・ベルハネ 選手
エリトリア 陸上 神奈川県、小田原市、箱根町、大磯町

ＮＯ.8 スコット・ファーディー選手 オーストラリア ラグビー 岩手県釜石市
ＮＯ.9 ボー・クラーメル 選手 オランダ 車いすバスケットボール 東京都江戸川区
ＮＯ.10 エリック・フータード・ロドリゲス 選手 カナダ 車いすラグビー 青森県三沢市
ＮＯ.11 ボレア・ソク 選手 カンボジア 競泳 徳島県
ＮＯ.12 アディレット・カムチベコフ 選手 キルギス パラパワーリフティング 山梨県山梨市
ＮＯ.13 ヘラルド・アギーレ グアテマラ オリンピック委員会会長 グアテマラ - 奈良県田原本町
ＮＯ.14 イヴァン・クヴェシチ 選手 クロアチア 空手 新潟県十日町市
ＮＯ.15 イアン・イグナシオ・サンチョ 選手 コスタリカ 柔道 長野県松川町
ＮＯ.16 マウリシオ・バレンシア 選手 コロンビア パラ陸上 群馬県前橋市
ＮＯ.17 ドン・オペロゲ 選手 サモア ウェイトリフティング 福島県いわき市
ＮＯ.18 イルマ・ヘツリアニ 選手 ジョージア 車いすフェンシング 徳島県、鳴門市
ＮＯ.19 ハインツ・フライ 選手 スイス パラ陸上 大分県大分市
ＮＯ.20 ミルカ・ギハーニ 選手 スリランカ 体操 千葉県山武市
ＮＯ.21 ダルコ・デュリッチ 選手 スロベニア パラ水泳 福井県福井市

ＮＯ.22
①ポーンチョック・ラープイェン 選手

②チャイワット・ラタナ 選手
タイ

①ボッチャ
②パラ陸上

秋田県大館市

ＮＯ.23 ルー ・ピーチュン 選手 チャイニーズ・タイペイ パラ卓球 鹿児島県龍郷町

ＮＯ.24
トゥマ・ダンディ

タンザニアパラリンピック委員会事務局長
タンザニア ー 山形県長井市

ＮＯ.25 カテリン・ウォラーマン 選手 チリ パラカヌー 宮城県加美町

ＮＯ.26
オキラニ ティニラウ ツバルスポーツ協会・オリンピック

委員会スポーツ向上責任者
ツバル ー 兵庫県加古川市

ＮＯ.27 アコシクァ・ジゼル・ ポンヌ 選手 トーゴ サッカー 宮崎県日向市
ＮＯ.28 ワンデル・マテオ 選手 ドミニカ共和国 柔道 広島県北広島町
ＮＯ.29 コーディ・エヴァソン 選手 ニュージーランド 車いすラグビー 神奈川県厚木市

ＮＯ.30
①ビクラム・バハデゥル・ラナ 選手

②シャンブー・ボテ 選手
ネパール パラ陸上 福島県田村市

ＮＯ.31 バネッサ・クレルボー 選手 ハイチ 陸上 愛知県幸田町
ＮＯ.32 エイドリアン・イリラウ 選手 パラオ 陸上 宮城県蔵王町、茨城県常陸大宮市

ＮＯ.33
サミ・エルゲダリ フランス障がい者スポーツ連盟パラ水泳

ディレクター
フランス ー 石川県金沢市

ＮＯ.34 ラウラ・トラートス 選手 ブルガリア 新体操 山形県村山市
ＮＯ.35 バン・コン・レ 選手 ベトナム パラパワーリフティング 北海道釧路市

ＮＯ.36
①アリーナ・ガルノシコ 選手

②カチェリーナ・ガルキナ 選手
③アナスターシャ・サロス 選手

ベラルーシ 新体操 宮城県白石市、柴田町、東京都立川市

ＮＯ.37 ベシィム・グリバ 闘牛飼育愛好者協会会長 ボスニア・ヘルツェゴビナ ー 鹿児島県伊仙町
ＮＯ.38 オレリー・ファラヴァヴィ 選手 マダガスカル パラ陸上 山口県宇部市
ＮＯ.39 アブラハム・グエム・マジュック・マテット 選手 南スーダン 陸上 群馬県前橋市
ＮＯ.40 ゾー・リン・アウン選手 ミャンマー 柔道 埼玉県鶴ヶ島市
ＮＯ.41 ツォグトゲレル・ゲンデンダルジャー 選手 モンゴル パラ陸上 静岡県焼津市
ＮＯ.42 サレ・シャラバティ 選手 ヨルダン テコンドー 秋田県能代市

ＮＯ.43
①ケオクーンフアン・サイソンポン 選手

②ランポーン・タンダボン 選手
ラオス パラ水泳 福島県飯舘村

ＮＯ.44 ミンダウガス・グリシュコニス 選手 リトアニア ボート 神奈川県、平塚市
ＮＯ.45  オリビエ・ンタゲングワ 選手 ルワンダ ビーチバレーボール 岩手県八幡平市
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