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1 男性 テレビのデータ放送でのプレゼント企画などをして観戦を遠隔でするようにする

3 男性 サプライズ

6 男性 WEBでの広告

7 男性 特にない

8 男性 競技をVRで行う

10 男性 パンデミックが起きているにもかかわらず無理矢理年内に開催しようとした首相の神経を疑う

11 男性 検温

16 男性 わからない

20 男性 コロナ対策を徹底する

28 男性 わからない

29 男性 わからないです

31 男性 無観客

32 男性 人数制限

33 男性 衛生管理体制をしっかりとしていく事が大切だと思う。

36 男性 安全策を考えて海外の人に来てもらえるようにアピールすること。

37 男性 テレビに力を入れる

38 男性 わからない

40 男性 一人一人がスポーツを楽しむ

43 男性 厳しいです

44 男性 今までにないことをする

48 男性 わからない

53 男性 感染予防の徹底

57 男性 オンライン上でチャット

58 男性 ボランティアの増加

60 男性 人との接触を避ける

64 男性 無理

68 男性 中止する

69 男性
行えるかすらも分からないので、今の現状を取り敢えずまとめて、そこからスポンサーさんに今こんな状況でこれだったら開催出来る等と話しをして、cmだった
りその他のキャンペーンを行う。又はオリンピックのTwitterなどで今週はこの競技の選手！のような企画を行ってオフショットなど載せるのも良いのではと思
う。

71 男性 特になし

72 男性 海外の選手以外は全員日本に来させず、オンラインでの放送をできるように力を入れ、また国内にいる人も観戦は自宅等で行うようにしたらいいと思う

73 男性 全種目生中継する

75 男性 マスクをする

79 男性 なし

80 男性 リモート映像などのインターネット

81 男性 なし

83 男性 大会の人数制限を設ける

87 男性 即座に中止すべき

90 男性 はっきり言って無理だと思ってる

92 男性 パブリックビューイングを各地で行う

101 男性 分からない

104 男性 オンラインの技術を使いまくる

105 男性 街の様子をガラリとオリンピック一色に変える

111 男性 なし

113 男性 オンラインやリモートでも楽しめる仕組みをつくる

114 男性 今は選手も観客などの人達もしっかりコロナ対策を行い、感染を拡大させないようにすること。

117 男性 テレビでより多くの競技の中継をする。

122 男性 とにかく頑張る

125 男性 パンデミック対策をしっかり行う

127 男性 特になし

130 男性 新型コロナウイルスの影響があまりにも大きい（特に海外）ので、前向きな気持ちで大会を盛り上げるのは難しいと思う。

131 男性 コロナ対策をするのはもちろん、それと伴ってしっかりとした大会運営をする

132 男性 会場の医療団を増やす

139 男性 投げ銭

140 男性 徹底した感染予防の実施

142 男性 特になし

146 男性 なるべく人を集めないこと

147 男性 コロナの収束の確認

150 男性 ない

153 男性 ソーシャルディスタンスなど安全面を守りながら楽しむ。

157 男性
もし国内外でコロナウイルスが終息しなければ生配信、生中継全てやるべきだと思う。テレビだけではダメだと思うからどこかの配信会社と共同で配信アプリを
つくればいいと思う

159 男性 特には無し

164 男性 特になし

168 男性 国民一人一人がコロナウイルスに感染する危険があることを自覚し、対策する。

169 男性 入場制限をかける。

170 男性 オンライン やネットを活用する

171 男性 テレビリモコンのボタンやスマホで選手に声援をおくれたら会場が盛り上がると思う。

172 男性 無理

176 男性 ウイルス対策を徹底すること。
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177 男性 インターネットで中継する

180 男性 人口密度の高い状況下でも感染を防ぐ案を出し、かつ他国の同意を得られるようにする

184 男性 わからない

185 男性 わからない

187 男性 画面越しでも声援や応援が選手に届くような工夫があれば良いと思う。

190 男性 開催ではなく中止をするのが一番だと思う

192 男性 メディアでの配信のみにする

200 男性 分からない

202 男性 やるべきではない

206 男性 不可能

207 男性 やはり、感染対策などを徹底して、規模を縮小し、オンラインなどを使って楽しむ

208 男性 各国のテレビ局と連携して、テレビでの観戦を可能にする

209 男性 テレビ放送を多めにする

210 男性 コロナウイルス対策も兼ねて無観客試合を行う試合の様子はテレビ、ネットなどでライブ放送する

211 男性 大会中に事件など何も起こさない

215 男性 分からない

221 男性 わからない

222 男性 対策を取る

226 男性 ３密にならないようにする。

228 男性 感染拡大に最大限配慮したうえで選手の努力が報われるようにする

231 男性 分からない

232 男性 ソーシャルディスタンスを守った上での観戦を行い主にオンラインで盛り上がること

234 男性 特に無し

236 男性 世界中で感染が収まって、ワクチンが開発されるまで行うべきではないと思う。

244 男性 首都圏はオリンピック期間中は緊急事態宣言の時と同様の自粛をする。他県からの首都圏への移動制限。

245 男性 分からない

248 男性 オンラインで開催とかするべき

250 男性 オンラインから見れるようにする

251 男性 より充実した実況中継

252 男性 なし

255 男性 特になし

256 男性 テレビやインターネット中継を増やし、自宅でも楽しめるようにする。

257 男性 できる範囲内での対応を考えること

260 男性 コロナウイルスの感染リスクを下げること。

263 男性 オンライン開催

264 男性
選手の検査をした上で試合自体は行いそれを地上波でもネットでも配信すれば良い。会場の席に顔が映るモニターを置いて観客がリモートで参加しても面白いか
もしれない。

271 男性 コロナ対策を徹底した安心できる状況を作ること。

272 男性 観客なしでもいいので開催をして全世界に放送して世界中の人を勇気付ける

281 男性 なし

285 男性 中継を増やし、ギャラリーを減らす

287 男性 なし

288 男性 パンデミック下で強行実施するのは観客にも選手にも危険以外のなにものでもない。到底 盛り上げる気にはなれない。

289 男性 一つ一つを盛大に

292 男性 盛り上げることはできない。

293 男性 中止する。

295 男性 わからない

299 男性 リモートのセレモニーにする

300 男性 大会の広報活動を実施する。

301 男性 わからない

306 男性 特になし

307 男性 わからない。

309 男性 一刻も早くワクチン、治療薬の開発

310 男性 観客を減らす

312 男性 ワクチンを開発すること。

314 男性 協力

316 男性 会場におる人全員のワクチン

320 男性 若者に焦点を当てる

322 男性 わからない

323 男性 感染対策をしっかりと行った上で開催する

324 男性 オンラインで行う

325 男性 会場の入場制限

327 男性 しない

329 男性 なし

332 男性 分からない

341 男性 手拍子を送る

349 男性 オンラインで歓声がとどくようにする

353 男性 パンデミックを抑えなければ不安は絶対的に拭えないと思うので、盛り上げる方法を提示できない。

354 男性
このような状況で大会をする方が間違っていると思われるが、どうしても盛り上がりたいなら、無観客で選手など関係者を隔離して、関係者だけで集まって盛り
上がって欲しい。

356 男性 なし

357 男性 徹底消毒
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358 男性 とくにない

370 男性 がんばる

371 男性 わからない

374 男性 不明

376 男性 不可能

377 男性 テレビ放映でより注目させる

379 男性 対策が万全であることを国内外に示す

382 男性 中継を増やす

387 男性 対策をしっかりする

388 男性 日本国民が一丸となる

389 男性 誰でも観戦できるように、テレビなどで放映する

396 男性 強行開催

397 男性 インターネット観戦等の密にならないような対策を打つ

398 男性 十分なコロナ対策の実施

403 男性 特にない

405 男性 テレビ中継の拡大

406 男性 大会の期間にゆとりを持たす

421 男性 分かりません

422 男性 最大のコロナ対策をすること

429 男性 盛り上げる必要はない

434 男性 分からない

435 男性 オリンピックの期間を伸ばすことで１日に行う一つ一つの競技を少なくすることで密になる可能性を低くする

438 男性 わからない

439 男性 なし

440 男性 分からない

442 男性 新型コロナウイルス対策をしっかりすること

444 男性 感染症対策

446 男性 検査の徹底

447 男性 わからない

449 男性 わからない

451 男性 パンデミックであることを考慮せず、新型コロナを信じない。

455 男性 ない

459 男性 テレビでたくさん放送する

462 男性 十分な対策をする。

463 男性 テレビ放送などを活用して三密を避ける。

464 男性 開会式や閉会式などは簡素化して、競技を予定通り行う。

466 男性 なし

467 男性 オンライン中継

469 男性 ない

470 男性 オンラインでの応援サービスなどの促進

472 男性 多分無理

473 男性 頑張る

475 男性 ない

476 男性 オンラインでのオリンピック関連イベントを行う。試合のオンライン配信かつ、カメラを選んで好きな方向から見れるようにする。

478 男性 リモート観戦できる環境を整える

486 男性 分からない

491 男性 安全を第一に考える

493 男性 みんなが楽しめる

494 男性 ワクチンが早くできることを願う

496 男性 テレビ配信

501 男性 コロナを受け入れる

504 男性 分からない

505 男性 オンラインで観戦する

506 男性 特になし

510 男性 中止する

512 男性 やらない

513 男性 敏感になりすぎない

514 男性 そもそもやるべきでない

515 男性 無理

517 男性 政治を何とかする

518 男性 中止

519 男性 あまりよくわからない。

522 男性 リモートでの観戦

523 男性 リモートの技術を活かした応援方法の開発。

524 男性
まず、私は開会式を無観客で行うと思っている。だから開会式を観客席まで使ったパフォーマンスを期待している。競技において来客数が少なめにし、インター
ネット観戦重視の立ち回りでいかに面白くするかが鍵だと思う。

525 男性 感染対策をしっかりとする

530 男性 わからない

532 男性 わからない

533 男性 人を減らす

543 男性 とくにさし

544 男性 とくになし
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546 男性 安全を第一にして運営すること

547 男性 対策をしっかりする

548 男性 ない

551 男性 それは無理

552 男性 パンデミック下では盛り上げないことが最適解である。

553 男性 オンラインで観戦することの多様化を図る

554 男性 消毒やマスクなどコロナの対策を徹底的に行う

555 男性 中止すべき

557 男性 知らない

558 男性 増やしたくない

559 男性 パンデミック下で大会を盛り上げるのはそもそも不可能と思う

560 男性 特になし

561 男性 リアルな遠隔ビデオ

565 男性 盛り上がらないので中止する

568 男性 感染予防を徹底して行うことで選手も安心して大会に挑むことができて大会も盛り上がると思う。

572 男性 特になし

573 男性 特になし

575 男性 特にない

579 男性 感染予防をしっかりする

590 男性 何もしない

594 男性 密を避ける

598 男性 なし

600 男性 開会式や閉会式をオンライン化する、個人競技を増やすなど、感染拡大対策とパフォーマンス性を両立させた変更をすべきだと思います。

605 男性 中止にするかはしっかり検討した方がいい

608 男性 まずは治療、ワクチンなどの復興が1番。その中で一人一人が意識を持って生活する。ウイルスをもらわないこともそうだが、周りに広げない。

609 男性 モニターを作る

613 男性 分からない

619 男性 いかに対策を講じるか

620 男性 分かりません

622 男性 オンラインを利用した応援

623 男性 分からない

624 男性 大会を開催しない

625 男性 大会の大幅縮小による感染拡大防止

638 男性 三密はできるだけ避けながらみんなが楽しめるような大会にする

641 男性 新型コロナウイルスの特性を理解する。

648 男性 お医者さんの言う事をよく聞く

652 男性 特に無い

658 男性 無理

659 男性 リモート観戦にして、大会会場の人数を減らし、しっかり感染症対策をした後、参加人数を減らして安全に三蜜にならないように気をつけて行う

663 男性 なし

669 男性 リモート観戦

674 男性 ありません

677 男性 放映権の問題はあるけど、各家庭でテレビで見れたらよいと思う。

678 男性 できるだけ感染リスクを減らす。

687 男性 わからない

690 男性 わからない

691 男性 盛り上がる

692 男性 ソーシャルディスタンスを取る

693 男性 ワクチンの早期開発

695 男性 最新の通信技術を積極的に活用すべき。

696 男性 検疫をがんばる

697 男性 感染拡大への最善の配慮と対策が必要だと思います。

698 男性 他国共存

700 男性 無理

702 男性 リモートで行う

710 男性 分からない

713 男性 安心で安全なものにするためあ厳しく徹底した検査体制と早急な感染者の隔離。

718 男性 ネットなどでの盛り上げを強化

724 男性 よく分からない

727 男性 ない

729 男性 開催中止

732 男性 パンデミックの対策を完全にすることが大切だと思う。そうすることでみんなが大会に集中でき、盛り上がると思う。

737 男性 選手一人一人の体調や行動に気を配れるような体制を作り、まず選手の不安をなくす行動を心がける。

739 男性 全競技放映

743 男性 特に思い浮かばない。

747 男性 現地観戦ではなくテレビ中継やオンライン中継を活用して人との接触を減らす

765 男性 演出を豪華にする

767 男性 しっかりと安全性を明確にすること

768 男性 テレビで競技が行われている会場にいるかのような、迫力のある映像を配信する。SNSでの選手への応援を見られるようにする。
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772 男性 安全にする

774 男性 諦める

781 男性 中止でよい

784 男性 安全の確保

785 男性 ワクチン、治療薬ができること

788 男性
現地で観戦ができないとしても、テレビなどで多くの人が盛り上がれるような広報に力を入れる。また最新の技術を駆使して様々な配信方法(VRなど)を検討す
る。

790 男性 リモート応援

791 男性 インターネットなどを最大限活用する。

792 男性 リモート観戦

793 男性 オンラインでもより臨場感のあるリモート観戦

794 男性 大会そのものを中止する

795 男性 特にない

796 男性 コロナウイルスのワクチン開発

797 男性 とても難しいことだと思うが、感染防止対策は十分に行いつつ、例年と大きく変えないようにすればいいと思う。

798 男性
選手目線のカメラをつけたりVRで観戦できるようにするというように、三密を避けるために会場に行かなくても従来の家でのテレビ観戦に迫力を加えるために近
未来感を演出する。

799 男性 ソーシャルディスタンスの徹底

800 男性 気持ちの面で、落ち込むことなく純粋に楽しむこと

801 男性 インターネットでオリンピック専用の通信回線を作り上げ、ダイレクトに見ることはできなくても全世界の人が平等に楽しめるようにする

802 男性 選手の生の声を聞けるオンラインサービスを作る

803 男性 無理だと思う。選手ファーストで、無観客にするくらいしか方法はないかと。

804 男性 観客席を減らしたりして感染リスクを下げる

805 男性 リモートで観戦できる環境やシステムを充実させる必要があると考える。

806 男性 安全になるまで待つ

807 男性 感染症対策を徹底する

808 男性 オリンピックに対するムードを上げていくこと。

809 男性 DJを雇う

810 男性 我々国民の一人一人が感染して観戦しないよう心がけ、意識を持って行動する(マスクをつけるなど、人との密着を避けるなど)

811 男性 地上波やDAZNなど自宅で観戦できるような環境を整える

812 男性 生配信を積極的に使う。

813 男性 簡素化しつつもやるべきことは盛大におこなう

814 男性 特にない

815 男性
各々が感染症への意識を高め、予防に徹底する。コロナウイルスを早期に終息させ、アスリートの活躍出来る場を増やし(代替大会等)練習場所の確保、日程の明
確化で精神的、身体的負担を減らす事が大切

816 男性 たくさんの人の意見をきく

817 男性 なし

818 男性 不可能。中止すべき。

819 男性 無観客でもメディアやネットを使って盛り上げることだと思う。

820 男性 コロナ対策をする

821 男性 特になし

822 男性 特になし

823 男性 国をひとつに

824 男性 対策をねる

825 男性 なし

826 男性 特になし

827 男性 新型コロナウイルスのことも考えつつ、気分転換をして、気持ちの入れ替えと言う考えを広げる必要があると思う。

828 男性 身近に感じれる様にする

829 男性 分からない

830 男性 安全に配慮した大会を開催すること

831 男性 観客をオンラインか

832 男性 ない

833 男性 分からない

834 男性 コロナ対策を徹底しているという体制を示しながら規模の拡大。主に土地など近住民の協力なども求め場所を借りるなど

835 男性 リモートでも大会を見れるようにする。その場にいるかのような臨場感を味わえるようなコンテンツを作る。

836 男性 治療薬が普及するまでは大会開催を見合わせる。体調管理、検査の徹底。3密は何が何でも避ける。

837 男性 オンラインでオリンピックムードを作る競技の解説の工夫

838 男性 徹底した感染症対策を行う

839 男性 オンライン上で競技を見れるようにする

840 男性 わからない

841 男性 ない

842 男性 わからない

843 男性 ｺﾝｻﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ

844 男性 会場近くに群がらなくて済むよう、テレビで全競技放送する。SNSの盛り上がりを取り込む。

845 男性 始まったら、皆で楽しむ

846 男性 テレビやスマホで家に居ながらでも観戦できるようにする

847 男性 オンライン機能を利用した観戦方式を立ち上げ、日本に入国せずとも世界中で楽しめるものにすべき。

848 男性 わからない

849 男性 オンラインでイベントを開催する

850 男性 感染対策をする

851 男性 分からない
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852 男性 コロナウイルス対策

853 男性 入れる人を制限する

854 男性 リモート

855 男性 360度見渡せる形での動画配信をすれば、VR等の特別な機器が無くても会場にいるような気分になり、会場での密を減らせると思う。

856 男性 選手に国民の応援が届くようにメッセージを送る

857 男性 頑張れ

858 男性 多国間同士の関わりを増やす　　ソーシャルディスタンスで

859 男性 現状厳しい

860 男性 オンラインで楽しめるように充実させる

861 男性 特になし

862 男性 特にない

863 男性 感染対策にに関するガイドラインを早期にまとめる

864 男性 薬の開発

865 男性 今まで以上に、より無駄に税金を使う。

866 男性 コロナ対策

867 男性 各国と協力する

868 男性 一人一人が感染への対策をしっかりする

869 男性 わかりません。

871 男性 たのしむ

872 男性 規模を縮小して、出来るだけ安全に行う

873 男性 わからない

874 男性 メンタル

875 男性 テレビ中継を多くする

876 男性 入国審査を厳しくまた、会場にも審査をし安全にすること

877 男性 分からない

878 男性 対策をしっかり行う

879 男性 会場に行かなくても楽しめるよう、地上波や動画サイトなどでの複数の配信環境の充実

880 男性 参加者の感染対策

881 男性 デジタルコンテンツの積極的な利用

882 男性 TV中継を徹底する

883 男性 ネットの放送を強化する

884 男性 徹底した対策下で行う

885 男性 特にない

886 男性 観客を減らすことになってもテレビ中継を通してかかわることができるようにするべき

887 男性 わからないです

888 男性 遠隔開催

889 男性 パンデミック下では盛り上がらない思う

890 男性 ソーシャルディスタンスを保ちながら、感動を分かち合える工夫

891 男性 観客数の削減

892 男性 テレビ中継だけでなく、インターネット中継を充実させる。

893 男性 まず日本国内においての五輪への関心を高める。

894 男性 より中継の状況を良くする

896 男性 安心して大会が行えるようにすること。

897 男性 よくわからない

898 男性 観客席の3密を防いだ応援方法を作る

902 男性 5Gを活用した全国リアルタイム配信

903 男性 入国制限をする。

904 男性 オンラインの活用

905 男性 ある程度 参加者を限定して リモートで出来る所は切り替えていく

906 男性 何となく

907 男性 キャンペーンとか

908 男性 5Gなどのテクノロジーを駆使して開催する

909 男性 リモートでの観戦を推奨する

910 男性 特別な大会にするため今までにない新しいアイデアで盛り上げる

911 男性 他の国の人の感染予防をてっていしてすこしでも不安をへらす

912 男性 おもてなし

913 男性 インターネットによる配信

914 男性 特になし

915 男性 ・大声を出さない・相手との間隔をあけること

916 男性 安全さをアピールする

917 男性 無観客での開催

918 男性 オンラインの普及

919 男性 自粛ばかりしていてもきりがないから、予定通り行えばよい

920 男性 パブリックビューイングを各地で

921 男性 ポジティブ思考

922 男性 わからない

923 男性 テレビでの中継をより見やすく、現場にいるような躍動感を演出させ誰もが見たくなるように工夫をする

924 男性 ネット上で、観客が参加できる要素を増やす。

925 男性 無観客での開催

927 男性 オンライン授業やテレワークを全て廃止した後、すなわちワクチンを開発して感染が落ち着いてからやるべきである。

928 男性 試合会場を全国に分配する
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929 男性 観客ごとに一定の距離を保った観戦。選手一人ひとりに対して徹底したpcr検査外国人観光客に対してのpcr検査の徹底

930 男性 感染者が出ることは避けられないのでできるだけ最小限に抑えること

931 男性 名産品を使う

932 男性 PCR検査

933 男性 盛り上げる

934 男性 リモート会場設置

935 男性 感染者管理の徹底

936 男性 特になし

937 男性 動画プラットフォームなどで有料でVRでの配信をする。視聴専用で簡素なVRゴーグルを低価格で発売する。

938 男性 ない

939 男性 観客を動員しての盛り上げ

940 男性 オリンピック記念グッズを販売する

941 男性 いや、だから無理でしょ。なんで盛り上がれるのか、盛り上がろうとするのかが理解できない。

942 男性 なかなか難しいです

943 男性 安心してオリンピックを観戦できるような体制作り

944 男性 感染を事前に予防する

945 男性 テレビでの放送

946 男性 中止

947 男性 全世界の人が見られるような中継

948 男性 ウイルスと共存していく流れにしていく。

949 男性 感染対策を取り入れる

950 男性 まずは、感染者数を減らすことだと思う。

951 男性 インターネットの利用

952 男性 感染症予防法の徹底

953 男性 5G技術を用いた次世代型の観戦方法を模索することをしたら良いと思う

954 男性 ウイルス対策をまんべんなくして安心させる

955 男性 テレビ観戦のイベントを増やす

956 男性 わからない

957 男性 安全に気を付ける

958 男性 ネットで応援活動

959 男性 マスク着用

960 男性 いろいろな企画

961 男性 たくさんの人にサービスをよくする英語の通訳など

963 男性 なし

964 男性 何となく

965 男性 完璧な感染予防策とメディアによる報道の仕方

966 男性 入場制限を行い中継などの強化を行う

967 男性 気にしないこと

968 男性 日本国内での観戦より、中継等に力を入れる

969 男性 アルコール消毒の徹底。

970 男性 VRを活用する

971 男性 がんばる

972 男性 密を避ける

973 男性 オンライン中継する

974 男性 大会を開催しない事が大前提。ライブ中継。

975 男性 みんなが笑顔で終われるように他国との感染率を防ぎながらも楽しめること

976 男性 競技をオンライン配信する

977 男性 観客がリモートで参加する

978 男性 やはり、三密を避けること。そのためにも、観客の間隔を開ける必要がある。

979 男性 インターネットやテレビでの放送拡大

980 男性 中止

981 男性 わからない

982 男性 中継を様々ところでする

983 男性 VR観戦など、現代技術を魅せて、大迫力にすると、盛り上がると思う

984 男性 音のなる観戦グッズ

985 男性 中継を増やす

986 男性 質の高い中継をする

987 男性 なし

988 男性 模範的な態度

989 男性 考える

990 男性 コロナを終結させる

991 男性 中止か延期

992 男性 パンデミックとはなんですか。みんなで盛り上げればいんじゃ

993 男性 マスク着用の義務

994 男性 わからない

995 男性 なし

996 男性 無観客または少数の観客を入れる

997 男性 一人一人が感染防止にはげむ

998 男性 無理　延期か中止

999 男性 3密をきにする

1000 男性 オンラインの活用

1001 男性 開会式に力を入れる
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1009 男性 イベント開催する

1014 男性 オンラインで無料で観戦できるシステム

1027 男性 安全性をアピール

1029 男性 ワクチンの開発

1039 男性 気にしない

1041 男性 日本の感染者0

1044 男性 パンデミック下での大会の開催は不可能。それでもなお、開催するとしたら、3密を避けたうえでのリモート観戦。

1052 男性 感染防止

1077 男性 より身近にオリンピックを感じられるような工夫があると良い。様々な場所で同時中継など。

1090 男性 対策を万全にし、安心して観戦、競技ができるようにする

1100 男性 対処をしっかりする

2 女性 徹底的にコロナ対策する現地で見たいとかはもう思わないから

4 女性 LIVE中継などを行い、選手と観客のモチベーションそれぞれを上げる。

5 女性 しない

9 女性 オンライン化

12 女性 家のテレビでも何か参加出来る企画をする

13 女性 わからない

14 女性 何をしてもダメだと思う。ただ耐えるしかない

15 女性 感染症対策をしっかりする

17 女性 インターネットを利用した応援

18 女性 ウイルス対策を徹底する座席数を制限する

19 女性 リモート開催も視野に入れる。

21 女性 選手にも観戦者にも安心してもらえるような状況をつくること。

22 女性 テレビ中継など家での観戦の充実

24 女性 特になし

25 女性 色んなメディアで宣伝する

26 女性 気合とノリで盛り上げる

27 女性 特になし

34 女性 予定通りの開催

35 女性 あまり興味が無いから分からない

39 女性 リモートを利用した応援形式

41 女性 わからない

42 女性 医療の充実させる。マスクとか感染予防の徹底。PCR検査。

45 女性 わからない

46 女性 よくわからない

47 女性 とくにない

49 女性 コロナを抑える

51 女性 スポーツへの関心を高める。

52 女性 ネット中継

54 女性 わからない

55 女性 わからないです

56 女性 なし

59 女性 特になし

61 女性 感染対策をしっかり行なっていることをアピールすること。

62 女性 対策を万全にする

63 女性 簡素化できるものは積極的に簡素化し、選手の命を最優先に考えてテレビ局と連携し盛り上がらせるべき

65 女性 オリンピックの裏方などで頑張っている人の仕事もメディアなどで取り上げる

66 女性 工夫する

67 女性 SNSを利用

70 女性 外国人の入国を制限、安価な料金を払うことでオンライン観戦が出来るように

74 女性 開催しない

76 女性 テレビでの報道の強化

77 女性
ソーシャルディスタンスを意識し、観客席の間をあける。そしてその上で、出店をするにしても客と客が距離をおけるシールを貼っておくことなど、現在の日本
における感染対策をさらに徹底することを意識し観客、選手、スタッフが万全な状態で楽しめるようにするといいと思います。

78 女性 わからない

82 女性 テレビの有効活用化

84 女性 わからない

85 女性 コロナウイルスへの感染を防ぐため、ひとりひとりが意識する必要がある

86 女性 ワクチンの早期開発

88 女性 メディアを有効利用する

89 女性 しない方がいいとおもう

91 女性 現地ではなく、オンラインでの応援

93 女性 とくに

94 女性 特にない。

95 女性 検査を徹底して安心安全に開催する

96 女性 アスリートに密着したライブ配信

97 女性 特になし

98 女性 わからない

99 女性 コロナ対策を万全にして、心配せずに応援できる環境を作る

100 女性 日本人全員がオリンピックとパラリンピックに興味を持ったら、盛り上がるとおもいます。

102 女性 映像でも十分楽しめるように、映像の技術を向上させる
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103 女性 わからない

107 女性 三密をできるだけ作らない

108 女性 ニコニコ生放送にする

109 女性 ない

110 女性 中継放送の充実

112 女性 ポジティブに感染対策をするように促す

115 女性 わからない

116 女性 なし

118 女性 一人一人が盛り上げる

119 女性 感染対策を徹底する

120 女性 選手、関係者以外を入国させない

121 女性 開会式・閉会式をVRにして3密を防ぎながら日本の技術をアピールして盛り上げる

123 女性 安全対策を万全にする

124 女性 熱や、濃厚接触者ではないかなどを調べる

126 女性 SMSを上手く使う

128 女性 テレビでの観戦

129 女性 パンデミックとはなんですか？

133 女性 わからない

134 女性 なし

135 女性 特になし

136 女性 新型コロナウイルスへの対策の徹底

137 女性 観客を安心させる

141 女性 そもそも盛り上がってほしいと思っていないので考えられない

143 女性 わからない

145 女性 わからない

148 女性 なし

149 女性 分からない

151 女性 分かりません

152 女性 三密を避ける

154 女性 SNS

155 女性 オンラインチケットを用意する

156 女性 備えをしっかりして万全な状態で行うこと

158 女性 無人観戦をする

160 女性 なし

161 女性 わからない

162 女性 思いつかない

163 女性 わからない

165 女性 ライブ配信を充実

166 女性 コロナに気をつけて管理をしっかりとした上で開催する

167 女性 新型コロナウィルスの収束

173 女性 特になし

174 女性 コロナを収束させる

175 女性 特になし

179 女性 特になし

181 女性 わからない

182 女性 細心の注意を払って行う

183 女性 分からない

186 女性 選手を応援する空気作り

188 女性 モニターを通して見る

189 女性 実況の盛り上がり

191 女性 特にない

193 女性 ない

194 女性 オンライン中継

195 女性 開催はできない

196 女性 わからない

198 女性 なし

199 女性 特になし

201 女性 観客の声を会場に届けること

203 女性 選手たちもマスクをつけることができるときはつけたりして、みんなで感染防止をする

204 女性 なし

205 女性 特にない

212 女性 わからない

213 女性 思い浮かばない

214 女性 盛り上げる

216 女性 なし

217 女性 なし

219 女性 観客者の数を減らす

220 女性 無観客試合

223 女性 三密を避けるためのスムーズな誘導や、綿密なシミュレーションを行う。

224 女性 わからない

225 女性 コロナの恐れなく大会が実施されること

227 女性 オンライン中継などを充実させる
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229 女性 オンラインでオリンピックをやったらいいと思います。

230 女性 テレビ等で発信

233 女性 ネットを通じて皆でオンラインで応援しあう。

235 女性 少人数長期間にする

237 女性 シンプルに延期。中止は損害が多すぎるからさすがに無理だとしても延期するべき優秀な選手たちが感染したらもともこもない

238 女性 選手の出入国時の検査を徹底し、無観客で行う。

239 女性 わからない

240 女性 わからない

241 女性 わからない

242 女性 リモートでも楽しめる機能を作る

243 女性 なし

246 女性 わからない

247 女性 世界に向けてコロナからの脱却を目指す応援を強める。

249 女性 楽しい音楽かけてみちゃう

253 女性 コロナ収束するまで開催するな

254 女性 なし

258 女性 オリンピックのことを伝える

259 女性 密を避けながら応援

261 女性 マスクをつける

262 女性 テレビやインターネット中継を利用して、現地にいない人も大会の臨場感を味わって楽しめるようにする

266 女性 なし

267 女性 できるかぎり感染を拡大せず世界中の人が元気をもらえる大会

268 女性 コロナウイルスで出来なくなった事柄を埋めるような事をする

269 女性 この状況だからこそ出来る演出をする。

270 女性 ライヴ配信にして中継すれば良いと思う。

273 女性 オリンピック主催側にコロナ流行対策をしてもらうしかない。

274 女性 感染対策を国民間でもしっかり行う。

275 女性 感染対策をしっかりした上で行う

276 女性 競技ごとに開催する時期をるずらす

277 女性 みんなでひとつとなってわんちーむ

278 女性 テレビ・インターネット配信を拡大して、日本に入国せずとも臨場感が楽しめるようにすべき

279 女性 オンラインでも楽しめる企画をかんがえる

280 女性 ワクチンの開発

282 女性 日本人はテレビで見ることができるので観客は最小限にする。

283 女性 わからない

284 女性 安全対策の徹底

286 女性 特になし

290 女性 今の課題であるコロナ終息をめざす

291 女性 選手へのメッセージなどを流す

294 女性 安心できる環境

296 女性 オンラインや在宅で観戦できるようにするべき

297 女性 オンライン

298 女性 わからない

302 女性 分からない

303 女性 オンラインも使う

304 女性 感染予防の徹底医療機関、医療従事者の確保

305 女性 分からない

308 女性 わからない

311 女性 テレビ等で、パラリンピックやオリンピックの歴史などを放送して興味をもってもらう。

313 女性 入場数の制限

315 女性 ソーシャルDistanceを保つ

317 女性 コロナウイルスをなくす

318 女性 国の対策に世界が納得する事

319 女性 観客はオンラインで見る

321 女性 わからない

326 女性 コロナを落ち着かせる

328 女性 ソーシャルディスタンスを保つ

330 女性 安心して開催できるようにする

331 女性 たのしむ

333 女性 リモートにする

334 女性 なし

335 女性 分からない

336 女性 観客席をゼロにしてカメラをさまざま場所に設置してリモート中継の形で全世界で見られるようにしたらいいと思う。VRなどと提携できたら尚良いと思う。

337 女性 分かんないよ

338 女性 パンデミックでの開催はまずありえないと思うので、なんとも言えない。人命を軽視し経済しか考えていないとしか捉えられない。

339 女性 わからない

340 女性 オンラインで見れるようにする

342 女性 無観客試合にするが、ライブ配信で、家で見ている人の声も入るようにする

343 女性 たのしむ

344 女性 わからない

345 女性 規模を縮小
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346 女性 コロナを徹底的に予防する

347 女性 ここは早く中止を踏み切るべきだと思う。

348 女性 マスクなどの普及

350 女性 分からない

351 女性 感染対策をしっかり行う

352 女性 オンラインでかいさいする

355 女性 日本自体で、まず感染を収める

359 女性 コロナウイルスが収束後、日本は安全だということをアピールする必要があると思います

360 女性 対策をしつつ大々的に開催する

361 女性 わからない

362 女性 さらにオリンピック関連の番組を増やすなどして国民がオリンピックの情報に触れる機会を増やす

363 女性 特になし

364 女性 一人一人が徹底する

365 女性 テレワーク

366 女性 選手側と観客側の感染防止対策の明確な基準を示す。自宅や各地方のスタジアムなどでのパブリックビューイングの開催など。

368 女性 早く治療薬やワクチンを開発することと、感染者を出さないようにし世界に日本の安全性をアピールすることが大切だと思います。

372 女性 パンデミックを演出のひとつとする

375 女性 テレビやスマホでみんなで観戦､応援

378 女性 特になし

380 女性 分かりません

381 女性 不安がないように詳しく検査しながら行う。

383 女性 わからない

384 女性 新型コロナウイルスに対する安全対策をしっかりする。

385 女性 ネット配信

386 女性 コロナ対策の徹底

390 女性 一人ひとりが意識すること

391 女性 開催しなければいいと思う

392 女性 地方、世界各地でのライブビューイング、オンライン応援などを増やす

393 女性 特にわからない

394 女性 特になし

395 女性 わからない

400 女性 感染対策をしっかり

401 女性 オンライン中継の充実化

402 女性 安全が確保されている会場

404 女性 分からない

407 女性 まず大会を盛り上げようとは思わない。命大事

408 女性 接触的なテレビ放送など。

409 女性 対策について明確に発表したりYouTube LIVEなどで配信したりするといいと思う。

410 女性 誰もが納得するような徹底した感染対策の公開

411 女性 ないです

412 女性
今の日本はまだコロナを抑えれてる方だと思うけどオリンピック開催で選手達よりも他の国からの応援する人達が来るのが怖い。コロナが怖い。それでもするべ
きなのか分からない。

413 女性 分からない

414 女性 ない

415 女性 個人個人がコロナの対策をきっちり行う

416 女性 安全にできない場合は無理してやらない人類がコロナに勝ってから開催する

417 女性 興味がないのでわからない

418 女性 特になし

419 女性 とくになし

420 女性 特にない

423 女性 開催するのを辞める。

424 女性 とくになし

425 女性 個人個人がコロナ対策を徹底する

426 女性 感染対策を徹底的に行った上で、予定どおり開催する

427 女性 感染の心配をなくす

428 女性 中止すべきだと思う

430 女性 わからない

431 女性 1人ひとりの気持ち

432 女性 リモートなどのITを強化する

433 女性 蜜を避ける。

436 女性 なし

437 女性 分からない

441 女性 空気の入れ替えを定期的にする

443 女性 無観客で全てテレビで生放送する。

445 女性 わからない

448 女性 会場では3密をしっかりと避け、テレビやラジオで細かい解説を入れ楽しんでもらう

450 女性 今から感染に対しての意識を高める

452 女性 特になし

453 女性 メディアでの情報を増やす

454 女性 選手がプレーしやすい環境を作りベストプレーをしてもらうこと

456 女性 特になし

457 女性 盛り上げないでいい
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458 女性 コロナ対策を万全にしてかからないようにして出来るだけ通常と同じように開催できるようにする。

460 女性 安全であることを証明した上で開催する。

461 女性 観客削減

465 女性 テレビ放送を増やす

468 女性 テレビや、パソコンで中継すれば良いと思う。また、選手へ応援メッセージを送れるような掲示板を作り、選手が見れるようにする。

471 女性 他国から意見を聞く

474 女性 オンライン配信

477 女性 今のうちに感染者をなくさなきゃいけない

479 女性 なし

480 女性 徹底したコロナウイルスへの対策、

481 女性 分かりません

482 女性 わからない

483 女性 リモートでも会場にいるのと同じく楽しめるようにするといいと思う。

484 女性 感染防止を徹底する

485 女性 snsを最大限に活用する

487 女性 わからないです。

488 女性 大会は中止すべきだと私は思います。大会をやって悪化してしまったら嫌なので。

489 女性 テレビ中継を増やす

490 女性 リモートで選手を応援できるような仕組みを作る。

492 女性 わからない。

495 女性 わからない

497 女性 分からない

498 女性 中継を上手くやる

499 女性 特になし

500 女性 わからない

502 女性 密を避ける

503 女性 わからない

507 女性 テレワーク解説等取り上げるべき

508 女性 特に思い浮かばない

509 女性 感染拡大を阻止しながらテレビ中継やSNSの活用。

511 女性 中継をする

516 女性 積極的にスポーツについて知るようにする。

520 女性 分からない

521 女性 わかりません

526 女性 密をさける

527 女性 徹底したコロナウイルス対策

528 女性 わからない。

529 女性
自宅で参加できるイベントをより活性化させる。選手たちの声を今まで以上に取り上げたり興味関心を仰ぐ。感染予防を徹底して安全であることを示す。この状
況下だからこそ子供たちに夢を与えて欲しい

531 女性 テレビやSNSなどで応援メッセージを送り、危機を乗り越えようと励まし合う。

534 女性 観客は縮小するが、普通に開催する

535 女性 ネットなどで気軽に観戦できる機能を導入する

536 女性 もっと元気に

537 女性 ３密を避けつつ盛り上がることができる、新たなイベントを考える

538 女性 感染対策の下行う

539 女性 わからない

540 女性 盛り上げる必要性を感じない。

541 女性 徹底的な感染症対策。アスリート、コーチなど大会関係者への身体的、精神的なフォロー。

542 女性 分からない

545 女性 公式グッズを配布する

549 女性 テレビやオンラインで試合観戦ができる環境を整えること。

550 女性 分からない…

556 女性 コロナにもかかわらず開催できたことに対して最大にお祝いしたらいいと思う

562 女性 わからない

563 女性 ワクチンをいち早く開発する

564 女性 観客オンライン化

566 女性 警備強化をする 皆で協力する

567 女性 オンラインでのライブ配信の充実。家にいてもオリンピックが楽しめるように。

569 女性 わからない

570 女性 競技参加者の参加基準を上げて、予選の数を減らす

571 女性 密を避けて十分に対策の上で開催したら良いと思う。

574 女性 わからない

576 女性 ない

577 女性 会場でプロジェクションマッピングなどで人がいるように見せてやる気が出るようにする。ライブ中継としてお金を払えば見れるようにする

578 女性 思い浮かばない

580 女性 観客を入れず選手だけで協議を行いテレビで中継する

581 女性 わからない

582 女性 消毒の徹底

583 女性 特にない

584 女性 コロナ対策をしっかりする

585 女性 その場での応援が全てではないとみんなが理解すること
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586 女性 参加者に検査をして、あとはほぼ通常通りやっていいと思う

587 女性 音楽を使う

588 女性 最低人数での実施。

589 女性 全部オンラインにする

591 女性 まずは日本のコロナをなくす

592 女性 わからない

593 女性 三密を避ける

595 女性 特になし

596 女性 わからない

597 女性 わからない

599 女性 わからない

601 女性 盛り上げるべきではないと思う。

602 女性 開催を延期することが一番

603 女性 オンラインで大会を観られるようにする

604 女性 わからない

606 女性 やっぱり1人1人の意識

607 女性 分からない

610 女性 分からない

611 女性 遠隔メディアを使う

612 女性 厳重な対策をする

614 女性 特になし

615 女性 分からない

616 女性 ない

617 女性 オンライン配信の強化

618 女性 よく分からない。

621 女性 国民全員で何かを作り上げる

626 女性 三密さける

627 女性 ない

628 女性 無理やりやらなくてもいい

629 女性 かんき

630 女性 三密を避けた大会にする

631 女性 みつをふせぐ

632 女性 わからない

633 女性 情報発信

634 女性 メディアや、SNSなどを使って宣伝などをして盛り上げていく。

635 女性 やらなくていいのでは

636 女性 わからない

637 女性 自宅で競技を見る人に向けて何か工夫をすれば良いと思う。

639 女性 時期を変える。

640 女性 テレビ配信

642 女性 開催までにコロナ対策をしっかりする

643 女性 グッズ販売や、アスリート達に対する応援を多くする

644 女性 ない

645 女性 SNSが普及している現代だからこそ、それを活用していくこと

646 女性 入場制限をする

647 女性 会場外でもオンラインなどで観戦できる機会を増やす

649 女性 いい試合してもらう

650 女性 分からない

651 女性 会場には観客を入れず、公平性を高める

653 女性 感染予防を徹底する

654 女性 マスクの着用、飲食サービスの軽減など

655 女性 パンデミック下で盛り上げる必要は無いと思う。

656 女性 マスク着用

660 女性 コロナ対策を強化する

661 女性 マスクをして参加する

662 女性 いろんな局で放送する

664 女性 一刻も早い開催が必要

665 女性 海外からの観客を制限すべき

666 女性 分からない

667 女性 あまりにも収束していなければ、大会を中止せざるを得ないと思います。

668 女性 なし

670 女性 なし

671 女性 マスクを着用したり、人との距離を保つ

672 女性 今の安全対策を心がける

673 女性 テレビでの放送の充実。

675 女性 コロナ対策をしっかり行う

676 女性 リモートで応援できるシステムを作る

679 女性 しっかり対策する

680 女性 わからない

681 女性 全く思い浮かばない

682 女性 オンライン上で盛り上がれる環境作り

683 女性 分からない
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685 女性 なし

686 女性 縮小して開催する。

688 女性 しっかり対策もしつつ、頑張って練習してきた選手達を観客たちが応援すること

689 女性 コロナが完全消滅するまでオリンピックは中止すべき

694 女性 徹底した感染対策をとる

699 女性 感染予防をしっかりする

701 女性 テレビ中継する

703 女性 テレビ等で無観客観戦

704 女性 全員で心をひとつに

705 女性 特になし

706 女性 この状況下では普通に無理だと思う

707 女性 わからない

708 女性 ない

709 女性 まず自国のコロナ感染者を0にする、もしくは限りなく0に近づける。その上で、海外からのコロナ患者の流入を防ぐ手立てを講じる。

711 女性 自国の私たちがまず盛り上がる

712 女性 コロナ対策、三密を避けた上でアーティストの方を呼んで歌ってもらったり有名人の方に実況してもらったりした方が盛り上がると思います。

714 女性 会場にいかなくてもたのしめるように中継を充実させる

715 女性 わからない

716 女性 コロナの感染対策をして、安全を心がけること。

717 女性 ない

719 女性 感染対策をして安心を提供する。

720 女性 特にない

721 女性 SNS等での応援コメント紹介全競技テレビ放送

722 女性 三密を避けお互いが安心して見ていられる感情作りや、マスクの普及、アルコール等の除菌グッズを随時置いておく

723 女性 楽しくする

725 女性 リモート観覧

726 女性 特にない

728 女性 全力

730 女性 わからない

731 女性 特になし

733 女性 普通に行えばいい

734 女性 なし

735 女性 しっかりと対策、準備をする

736 女性 関心を持つ

738 女性 なし

740 女性 オンラインでも楽しめる工夫

741 女性 特になし

742 女性 それは不可能

744 女性 分からない

745 女性 特になし

746 女性 わからない

748 女性 なし

749 女性 オンラインで開催したり、各競技毎で毎月分けて少しずつ競技を行ったりする

750 女性 オンラインで特典をつける

751 女性 みんなが協力し合う

752 女性 わからない

753 女性 中止してほしい

755 女性 わからない

756 女性 感染者数、重症者数等を全都道府県一切の隠蔽なしに公開する

757 女性 なし

758 女性 楽しむ

759 女性 テレビ中継

760 女性 観客の人数を減らす

761 女性 気持ちを1つにする

762 女性 特になし

763 女性 よく分からない

764 女性 わからない

766 女性 ムードづくり

769 女性 一人一人が基本的な対策をすること。

770 女性 オンラインチケットの販売

771 女性 分からない

773 女性 なし

775 女性 リモートでみんなで応援できるようにする。

776 女性 外国人の検温

777 女性 歓声

778 女性 観客席に人を入れずチケット売らず無観客でネットでもテレビでもいいので全世界生中継する

779 女性 一人一人予防をしてルールを守る

780 女性 オンラインで海外に多く発信する

782 女性 できるのであればチケット買った人はリモートでも大会をみれるように出来ないのでしょうか

783 女性 オンラインでの応援など、今の時代だからこそできることを行ったらいいと思う。
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786 女性 感染対策をしっかり行う

787 女性 とくになし

789 女性 わからない

1002 女性 三密をさけながら、観客席をうめる

1004 女性 今までに無いサプライズな内容を実施する。

1005 女性 おもてなし文化をもっと世界の人たちに広がるイベントを開催する

1007 女性 映像の配信などを充実化させる。

1008 女性 日本のアニメやゲームとコラボレーションすることで賑やかなものにする。

1011 女性 最新の注意を払い最新の機器を使う。

1012 女性 わからない

1015 女性 こんな状況だからこそ心を一つにして対策をして開催しようというスローガンをたて、なるべくはやくオリンピックを開催することを国民の目標にする

1016 女性 テロの対策などしっかりしておく

1023 女性 感染を出来るだけ軽減させる

1025 女性 無観客でやること

1053 女性
テレビ、スマホ、SNSを有効活用して、家でも大いに楽しめるようにしたらいいと思います。そして、参加型のイベントなどもあるとなおいいかもしれないで
す。


