
東京2020パラリンピック聖火リレー　聖火ランナー応募用紙         東京都聖火リレー実行委員会　
※東京都以外の地域(静岡県、千葉県、埼玉県）での走行を希望する場合は、各県が指定する方法でお申込みください。 ※申込区分（自薦又は他薦）に応じて、⑥（自己PR・応募動機）もしくは⑦、⑧（第三者の推薦、推薦理由）のどちらかをご記入ください。

※ のある項目は✔を入れてください

※必須事項の記入・✓漏れにご注意ください。

　 　 ※記入・✓漏れがある場合、選考を見送る場合があります。

男 女
　

　 　

推薦者の氏名または団体名 職業

（例：会社員、学生、無職など）

勤務先や学校等の名称 E-mail

勤務先や学校等の住所

日本語 英語 （例：会社員、学生、無職など）

　 　

被推薦者（聖火ランナーとして推薦したい人）の同意

※同意の場合は✔を入れてください 　 被推薦者は東京2020パラリンピック聖火ランナーとして走行することに同意します。

※携帯電話がある場合その番号をご記入ください。

　

当てはまるサイズに✔を入れてください

サイズ

　 XS 　 S 　 M 　 L 　 XL 　 2XL 　 3XL 　 4XL

身長 157～163 162～168 167～173 172～178 177～183 182～188 187～193 192～198

チェスト 81～87 85～91 89～95 93～99 97～103 101～107 105～111 109～115

ウエスト 67～73 71～77 75～81 79～85 83～89 87～93 91～97 95～101

　（表記はユニセックスサイズ　／　単位=㎝）

⑦第三者の
推薦

（個人または団体）

②申込区分が「他
薦」の場合は必須

※「職業」欄に「無
職」と記入した方
は、「勤務先や学
校等の名称」及び
「勤務先や学校等
の住所欄」に「な
し」とご記入くださ

い。

〒　　－

電話番号

住所　（住民票に記載の住所）

勤務先や学校等の住所

都道府県 市区町村

E-mail 使用言語 職業

申込者又は被推薦者との関係 氏名 電話番号

⑥自己PR・
応募動機

400字程度で
ご記入ください

（記入欄は右上に
続きます。）

②申込区分が「自
薦」の場合は必須

⑤保護者の
情報・同意

2020年8月１日
時点で18歳未満

の方は必須

④緊急連絡先
【必須】

E-mail

住所　（住民票に記載の住所）

※裏面に続きます 。裏面も必ずご記入ください。

※同意の場合は✔を入れてください

⑨ユニフォーム
サイズ
【必須】

住所　（住民票に記載の住所）

〒　　　－　　　

申込者又は被推薦者が東京2020パラリンピック聖火ランナーとして走行することに同意します。

※②申込区分が自薦の場合のみご記入ください。　 東京都にどのようなゆかりがあるのかに触れつつ、【聖火ランナー選定の基本的な考え方】を踏ま
え、パラリンピックへの想いや共生社会の実現に向けて取り組んでいることなどをご記入ください。

⑧推薦理由

推薦する理由を
400字程度で
ご記入ください

②申込区分が「他
薦」の場合は必須

国籍
alphabet 年（西暦） 月 日

性別 生年月日

〒　　　－

通称名
※本名以外の呼称で本名に代わるものとして広く通用しているものがある場合のみご記入ください。

番地 マンション名等

当選速報の連絡先はこのメールアドレスになります。

郵便番号

被推薦者（聖火ランナーとして推
薦したい人）との関係

※②申込区分が「他薦」の場合のみご記入ください。東京都にどのようなゆかりがあるのかに触れつつ、【聖火ランナー選定の基本的な考え方】を踏ま
え、パラリンピック聖火ランナーとしてふさわしいと考える理由や共生社会の実現に向けて取り組んでいることなどをご記入ください。

〒　　　－　　　

申込者又は被推薦者との関係 氏名 電話番号 E-mail

記入日　20   年　　　月　　　日　

①走行希望日
【必須】

　2020年　  　月　  　日
②申込区分

【必須】

自薦　　他薦

③申込者
又は被推薦者
（聖火ランナー
として推薦した
い人）の情報
【必須】

※「自薦」の場合
は、申込者自身の
情報を、「他薦」の
場合は、被推薦者
（聖火ランナーとし
て推薦したい人）
の情報をご記入く
ださい。

※「職業」欄に「無
職」と記入した方
は、「勤務先や学
校等の名称」及び
「勤務先や学校等
の住所欄」に「な
し」とご記入くださ
い。

氏/Surname 名/Given name

フリガナ

氏名

勤務先や学校等の名称

〒　　　－　　　



障がいの有無 障がいの有無に関わらず、必要な特別な配慮があればお答えください。【任意】 【聖火ランナー応募時の記載事項】

有 無

単独走行の可否

可 不可

介助者の有無 介助者の情報　※介助者「有」に✔をつけた方だけお答えください。【「有」の場合は必須】

氏/Surname 名/Given name 性別

alphabet 男 女

フリガナ 　 　

氏名 国籍
　

有 無

生年月日（2008年4月1日以前生まれの方が対象）

年（西暦）

住所　（住民票に記載の住所）

郵便番号 都道府県 市区町村 番地 マンション名等

⑩特別な配慮
の必要性

「有」「無」、
「可」「不可」の✓

は必須

※リレー運営上の手配・準備等の為、差支えの無い範囲でご記載ください。
（車いすを使用される、義足にて走行される、等）

補助が必要な場合の内容　※単独走行「不可」に✔をつけた方だけお答えください【任意】

電話番号 E-mail
月 日

同意事項

東京2020パラリンピック聖火ランナーにご応募いただくためには、以下の全ての項目にご同意いただく必要があります。
以下の各項目の内容をご確認いただき、同意いただける場合には、各項目のチェックボックスに✔を入れてください。

1　個人情報の取り扱いについて
・聖火ランナーの申込に際し、東京2020組織委員会及び東京都聖火リレー実行委員会が収集した個人情報は、東京2020組織委員会及び東京都聖火リレー実行
委員会がそれぞれ定める個人情報保護方針に従って取り扱わせていただきます。漏洩/滅失等をすることがないように、東京2020組織委員会及び東京都聖火リ
レー実行委員会が、保管場所の管理、アクセス制限、持ち出しの制限、外部からの不正なアクセスの防止等、安全に管理するための措置を講じます。また、個人情
報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を遵守いたします。
※　東京２０２０組織委員会の個人情報保護方針： https://tokyo2020.org/jp/privacy-policy/
・聖火ランナーの申込に際し、東京2020組織委員会及び東京都聖火リレー実行委員会が収集した個人情報は、東京都聖火リレー実行委員会が収集した個人情報
について は2020組織委員会に提供された上で、 東京2020パラリンピック聖火リレー及び東京2020大会の実施運営並びに将来のパラリンピックの発展に関する活
動のために、東京2020組織委員会の定める個人情報保護方針に従って、国際パラリンピック委員会及び日本パラリンピック委員会に提供される場合があります。
・聖火ランナーの申込に際し、東京2020組織委員会及び東京都聖火リレー実行委員会が収集した個人情報のうち、氏名・年齢・住所（国名、都道府県名、市区町
村名に限る ） ・自薦理由・推薦理由に関しては、東京都聖火リレー実行委員会が収集した個人情報については東京2020組織委員会に提供された上で、東京2020
大会及び東京2020パラリンピック聖火リレーの広報活動等のために、東京2020組織委員会の定める個人情報保護方針に従って、協力メディア等 （新聞、雑誌、テ
レビ、インターネット等）の第三者及び東京2020組織委員会の業務委託先に提供される場合があります。

2　肖像権・プライバシー権等について
・東京2020組織委員会または東京都聖火リレー実行委員会又はこれらの指定した者が聖火ランナーの肖像等を撮影・録音した映像・写真・音声、及び聖火ラン
ナーの個人情報（氏名、年齢、住所、自己ＰＲ・応募動機、推薦理由。なお、住所は国・都道府県・市区町村までの情報に限ります。） は、東京2020パラリンピック聖
火リレー及び東京2020大会の実施運営並びに将来のパラリンピックの発展に関する活動のために、東京2020組織委員会、国際パラリンピック委員会または東京都
聖火リレー実行委員会又はこれらの指定した者が、それぞれ定める個人情報保護方針等に従って、期間及び地域の制限なく、対価を要さずに、公に公開し、または
商業的もしくは非営利目的を問わず利用できるものとします （例えば、テレビ、新聞、雑誌、インターネット、SNSその他の有形無形を問わない媒体または将来新たな
技術により開発された媒体による利用など、あらゆる利用方法を含みます。）。また、聖火ランナーは、かかる利用行為等に対し、肖像権及びプライバシー権等を主張
しないことに同意いただきます。

3　免責事項等
・走行日当日に聖火ランナーが被った傷害または疾病、紛失及び毀損については、東京2020組織委員会及び東京都聖火リレー実行委員会の故意又は重大な過
失に基づく場合を除き、東京2020組織委員会及び東京都聖火リレー実行委員会は一切の責任を負いません。
・走行日当日に、聖火ランナーが負傷または発病した場合には、応急処置や緊急搬送など、必要な措置を取らせていただきます。この場合、搬送先の病院に対し
て、聖火ランナーの診療情報の提供を求めることがあります。

4　中止・変更
・災害、荒天、事件・事故など、やむを得ない理由により、当日のリレー実施を中止または時間変更する場合がありますのでご了承ください。

5　保護者の同意
・2020年8月１日時点で、18歳未満の方は保護者の同意書が必要です。

6　健康状態について
・走行日当日に、聖火リレー用トーチを自身で保持し、安全に走行できる健康状態でない場合は、走行を取りやめていただく可能性があります。

7　走行当日のスケジュール確保について
・走行日当日は、走行時間を含み、集合から解散まで3時間程度の時間を要しますので、スケジュールの確保をお願いいたします。ランナー選定後に別途ご案内す

る場所での集合、解散となり、途中参加や途中解散は認められませんのでご注意ください。詳細のスケジュールについては、2020年6月下旬以降、ご連絡いたしま
す。

８　代理出走（走行枠の他者への譲渡）について
・本人に代わり別の人を出走させること（代理出走）はできません。聖火ランナー当選後に、何らかの理由で走行不可となった場合、東京2020組織委員会へご連絡く
ださい。

9　反社会的勢力への不関与について
・暴力団、暴力団員（又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者）、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力
集団をはじめ、テロリズムその他の犯罪行為を行うおそれがある団体の構成員又はテロリスト等（疑いがある場合を含みます。）その他これらに準ずる者（以下、総称し
て「反社会的勢力等」といいます。）は走行することができません。
・反社会的勢力等を利用し、反社会的勢力等の維持・運営に関与し、又は反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有するなど反社会的勢力等と不適切
な関係をもつ者は走行することができません。
・聖火リレーの安全確保のため、聖火ランナーの応募者に関する情報を、政府機関等に照会させていただく場合があります。

①走行希望日　　以下の日程から、走行希望日を記入してください。※走行日をお約束するものではございません。

　日程
　8/21（金）：　新宿区　→　中野区　→　豊島区　→　北区　→　文京区
　8/22（土）：　千代田区　→　台東区　→　墨田区　→　江東区　→　江戸川区
　8/23（日）：　国立市　→　日野市　→　立川市　→　東大和市　→　国分寺市
　8/24（月）：　西東京市　→　三鷹市　→　府中市　→　調布市　→　世田谷区
　8/25（火）：　中央区　→　港区　→　渋谷区
　
②申込区分
　自薦（第三者による推薦不要）による申込か、他薦（第三者からの推薦）による申込のいずれかにチェックをしてください。

③申込者又は被推薦者（聖火ランナーとして推薦したい人）の情報
申込者又は被推薦者（聖火ランナーとして推薦したい人）の氏名、性別、生年月日、国籍、住民票に記載の住所、電話番号、E-mail

アドレス、使用言語、職業、勤務先や学校等の名称、勤務先や学校等の住所を記入してください。また、本名以外の呼称で本名に代わ
るものとして広く通用しているものがある場合のみ、通称名を記入してください。
なお、性別については、日本人の場合は戸籍に記載の性別、外国人の場合はパスポートに記載の性別を記入してください。

④緊急連絡先
緊急事態が発生した場合等に、走行当日に連絡が取れる方について、申込者又は被推薦者（聖火ランナーとして推薦したい人）との

関係、氏名、電話番号（携帯電話がある場合は携帯電話）、E-mailアドレス、住所を記入してください。

⑤保護者の情報・同意
2020年8月１日時点で申込者又は被推薦者（聖火ランナーとして推薦したい人）が18歳未満の場合、保護者について、申込者又は

被推薦者との関係、氏名、電話番号、E-mailアドレス、住所、申込者又は被推薦者が走行することに同意したことを記入してください。

⑥自己ＰＲ・応募動機（400字程度）　※②申込区分が自薦の場合のみ記入してください。他薦の場合は記入不要です。
「聖火ランナーの基本応募要件」 及び「聖火ランナー選定の基本的な考え方」をふまえて、申込者の自己ＰＲや聖火ランナーとして応

募する動機を記入してください。
　
⑦第三者の推薦※②申込区分が他薦の場合のみ記入してください。自薦の場合は記入不要です。

推薦者（個人・団体の別を問いません。）について、被推薦者（聖火ランナーとして推薦したい人）との関係、推薦者の氏名、E-mailアド
レス、職業、勤務先や学校等の名称、住所、被推薦者（聖火ランナーとして推薦したい人）が走行することに同意したことを記入してくだ
さい。

⑧推薦理由（400字程度）※②申込区分が他薦の場合のみ記入してください。自薦の場合は記入不要です。
　推薦者が被推薦者（聖火ランナーとして推薦したい人）を聖火ランナーとして推薦する理由を記入してください。

⑨ユニフォームサイズ
ユニフォームとして支給されるシャツ、ズボンのサイズについて、サイズ表にチェックをしてください。なお、希望のサイズのユニフォーム

が支給できない場合があり得ますので、ご了承ください。

⑩特別な配慮の必要性
申込者又は被推薦者（聖火ランナーとして推薦したい人）について、障がいの有無、必要な特別な配慮の内容、単独走行の可否、補

助が必要な場合の内容、介助者の有無、介助者の氏名、性別、生年月日、国籍、住民票に記載の住所、電話番号、E-mailアドレス及
び住所を記入してください。なお、性別については、日本人の場合は戸籍に記載の性別、外国人の場合はパスポートに記載の性別を記
入してください。

【聖火ランナー選定の基本的な考え方】
東京2020組織委員会が定める東京2020パラリンピック聖火ランナー選定の基本的な考え方は、下記のとおりです。
　● 幅広い分野から選定
国籍、性別、年齢、障がいの有無等のバランスに配慮しながら幅広い分野から選定し、各々を組み合わせることにより多様性に富んだ

リレーとする

　●  誰かの希望や支えとなる存在
 　　　・誰かに希望を与えている人　　　 ・誰かの支えとなっている人　　　 ・社会基盤、生活基盤の構築に貢献した人
 （例）   国際交流支援活動に取り組む人 / 骨髄バンク等のドナー登録者　　など
　
　●　共生社会を体現する存在
   　　 ・障がいを持ちながらも世の中に向け積極的に発信を行っている人
　　　 ・年齢や国籍にかかわらず各分野で活躍する人　　　 ・共生社会の実現を目指して活動している人
 （例）   障がい者のアスリート、ミュージシャン、アーティスト / 各分野で活躍するシニア世代の人 /
             活躍が期待される若手のホープ / 日本で活躍する外国人 / 海外で活躍する日本人　　など

〒　　　－　　　

この応募用紙に必要事項をすべて記入して、下記送付先に郵送でお送りください。 

公募期間：2019年12月16日（月曜日）～2020年２月15日（土曜日） 

送付先：〒163-8691日本郵便株式会社新宿郵便局私書箱第39号  東京都聖火ランナー選考事務局 

電話番号：電話番号03-6277-2459 

（受付時間 9:00～18:30 土・日・祝日・年末年始（12月28日～1月5日）を除く。※但し、2月15日（土曜日）は受付いたします。） 


