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1 男性 わからないです

3 男性 いつも通り

6 男性 現場

7 男性 特にない

8 男性 動画配信サイトを使いチケットがなくても観戦できるようにする

10 男性 なし

11 男性 わからない

16 男性 分からない

20 男性 慈善活動をするべき

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 観客なし

33 男性 完璧な衛生管理体制を敷いていく事が大切だと思う。

36 男性 観戦者の縮小はしなければいけないと思う

37 男性 スタッフがマスクをつける

38 男性 わからない

40 男性 縮小化

43 男性 やらない

44 男性 観客の数を減らす

48 男性 わからない

53 男性 競技数を減らす

57 男性 コロナが収まったら

58 男性 アスリートが楽しめる

60 男性 無観客で行う

64 男性 簡素化

68 男性 中止する

69 男性 スポーツが好きな人達が集まってその人たちでボランティアを行う。場所代も無償で貸し出す。（あくまでも理想）

71 男性 コロナの状況に合わせる

72 男性 観戦は自宅等で、鉄道等を混雑させないように実施するのが良いと思う

73 男性 選手のためと強調する

75 男性 ギリシャのような姿

79 男性 なし

80 男性 いい状態で実施したい

81 男性 なし

83 男性 平和の象徴

87 男性 中止すべき

90 男性 観客無し

92 男性 より多くの世界中の人に楽しんでもらえるようにする。

101 男性 本来の姿

104 男性 もっと積極的にすべての人に還元している姿

105 男性 簡素化

111 男性 分からない

113 男性 今のままでいいと思う

114 男性 経済効果もあるが、やはり純粋にスポーツ観戦を楽しむべきである

117 男性 観客を極力減らす。

122 男性 本来の形

125 男性 今のままでいいと思う

127 男性 特になし

130 男性 規模の縮小によって、小国や発展途上国にも開催できること。

131 男性 商業とは離して欲しい

132 男性 例年どうり

139 男性 公平な勝負

140 男性 感染予防対策の強化

142 男性 特になし

146 男性 観客をなるべく入れない形にする。

147 男性 コロナの収束を待ったらいいと思う

150 男性 ない

153 男性 見物客を半分にする。

157 男性 インバウンドを考えながらやってもいいと思う。

159 男性 特には無し

164 男性 特になし

168 男性 選手、アスリートファーストの姿勢

169 男性 アスリートが100%の力を発揮できるような環境づくり

170 男性 世界平和

171 男性 観客数を大幅に減らしテレビ中継をメインにした方がよい。

172 男性 本来のスポーツ選手の活躍が見れる大会

176 男性 ありのままの姿でよい。

177 男性 安全を考える

180 男性 アスリートが全力を出して競い合うことを第一とする

184 男性 わからない

185 男性 わからない
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187 男性 コロナ対策を万全にした上での実施。

190 男性 オリンピックなんかしてもいいことなんか何もないから

192 男性 配信のみの開催

200 男性 分からない

202 男性 やらなくてよい

206 男性 コロナ対策を万全にした姿

207 男性 やはり、規模を縮小する

208 男性 厳かに実施する

209 男性 普段どおり

210 男性 コロナウイルスが収まり、なおかつその対策がなされた状態

211 男性 みんなが見たくなるような姿

215 男性 分からない

221 男性 感染拡大を防げるように縮小して行う

222 男性 観客なし

226 男性 簡素化で実施

228 男性 経済的にもスポーツの祭典としてもある

231 男性 分からない

232 男性 健全とした姿

234 男性 感染対策を徹底するのが望ましい

236 男性 全世界でのコロナ感染が収束してから本来通り開催。

244 男性 商業化されていていい　アスリートがプロとして収入が得られるようにした方がいい。金メダルより賞金を支払う。

245 男性 分からない

248 男性 コロナを抑えた上での姿で開催が望ましい

250 男性 現状のままで、時代に合わせて少しずつ変化していく姿

251 男性 オリンピックのロゴの使用などは基本的に自由。

252 男性 なし

255 男性 中心

256 男性 例えば得た利益の一部をコロナを含むウイルス、病気の治療薬や予防策の構築に充てる等して、今年は単なるスポーツイベントだけにしないようにする。

257 男性 安心、安全性の保証

260 男性 経済に影響は及ぼさない。

263 男性 TVの独占禁止

264 男性 体を動かす楽しさを見せてくれればいいと思います。

271 男性 批判を気にせず堂々と実施する。

272 男性 世界の人を勇気付けるような姿

281 男性 ない

285 男性 外国人が多く来ること

287 男性 なし

288 男性 特になし

289 男性 例年通り

292 男性 このままで良い。

293 男性 中止する。

295 男性 わからない

299 男性 選手ファーストで行われるオリンピック

300 男性 平和の象徴。

301 男性 わからない

306 男性 特になし

307 男性 開催しない。

309 男性 古代オリンピックのように戦争などの休戦

310 男性 オンライン

312 男性 ウイルス対策が万全であること。

314 男性 元気な姿

316 男性 いつもと同じ形

320 男性 問題が収まった後

322 男性 わからない

323 男性 新型コロナウイルス対策をしっかりと行った上での実施

324 男性 わからない

325 男性 特にありません

327 男性 させない

329 男性 なし

332 男性 分からない

341 男性 延期でも実行する

349 男性 アスリートファースト

353 男性 今問題視されていることを落ち着かせる必要があると思う。

354 男性 完全に中止にするべき

356 男性 なし

357 男性 特になし

358 男性 特にない

370 男性 いつもよりウイルス対策した姿

371 男性 わからない

374 男性 不明

376 男性 変える必要はない
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377 男性 日本人も外国の方も得するような環境

379 男性 万全を期す状態でする

382 男性 経済的効果は無視できないので別にいいと思う

387 男性 コロナが収まるまで

388 男性 スポーツの祭典である以上ビジネスとしてみるのはおかしい

389 男性 買収疑惑などがあったが、金銭絡みの付き合いをなくして欲しい

396 男性 大会に出られることが目的の大会を作る

397 男性 特にない

398 男性 アスリートファーストと人権の尊重

403 男性 特にない

405 男性 全ての国が平等に参加できる

406 男性 メディアの分散化が進む現代社会では仕方のないことだと思う

421 男性 ガスマスク

422 男性 通常に開催されるのがベスト

429 男性 実施しなくて良い

434 男性 分からない

435 男性 オリンピック開催できることが当たり前だと言うことでわなくみんなの協力があってこそだということを認識して実施する

438 男性 わからない

439 男性 なし

440 男性 分からない

442 男性 特になし

444 男性 良い

446 男性 今まで通り

447 男性 わからない

449 男性 わからない

451 男性 商業化を極める

455 男性 ない

459 男性 あまり金をかけないでやるラグビーワールドカップを見習え

462 男性 わからない

463 男性 人々が手を取り合って協力して実施されること。

464 男性 人々に勇気を与える力を持つスポーツなので商業目的で行わないでほしい。人々に勇気を与える姿。

466 男性 なし

467 男性 ただ、人間で競うだけであり、道具に頼らない

469 男性 ない

470 男性 平和の祭典として

472 男性 多分開催は無理

473 男性 差別なくやれる

475 男性 ない

476 男性 国同士の政治の干渉がなく、選手が伸び伸びとプレーでき、ベストを出せる姿

478 男性 世界全体が協力し合い、コロナ対策をしたうえで実施されるのが望ましい。

486 男性 分からない

491 男性 簡素化

493 男性 景気が上がるような

494 男性 今のままで良い

496 男性 商業化してもいいと考えてる

501 男性 スポーツと政治の分離

504 男性 分からない

505 男性 中止

506 男性 特になし

510 男性 今と変わらない

512 男性 やらない

513 男性 みんなに元気を与える

514 男性 政府や経済の為になってると思うので利権などの金のやり取りを無くしていくべき

515 男性 特にない

517 男性 観光客の増加だけを狙うのではないちゃんとした大会

518 男性 今まで通り

519 男性 そのままでいいとおもう。

522 男性 素直にスポーツを楽しむ大会にする

523 男性 選手ファーストの環境整備に期待したい

524 男性 いかに人々から金をもらうかではなくいかに人々の記憶に残すかそこを重視してほしい

525 男性 賞賛されるようなことをする

530 男性 無観客

532 男性 わからない

533 男性 普段通り

543 男性 とくになし

544 男性 とくになし

546 男性 選手第一に運営すること

547 男性 以前と同じ姿

548 男性 ない

551 男性 それは無理

552 男性 今年は実施できないと思う。

553 男性 政治や経済と切り離すこと
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554 男性 特になし

555 男性 中止

557 男性 わからへん

558 男性 そろそろしないとヤバいから

559 男性 とにかくお金をかけない手弁当な大会

560 男性 特になし

561 男性 コロナが終息したら

565 男性 廃止する

568 男性 よく分からない

572 男性 特になし

573 男性 特にない

575 男性 毎回通り

579 男性 アスリートファースト

590 男性 やらない

594 男性 簡素化

598 男性 なし

600 男性 感染リスクを十分に軽減した上で、皆の活力を高めるようなオリンピック・パラリンピックであってほしいと考えます。

605 男性 わからない

608 男性 できればこれまでと変わりなく開催されることが1番だが、第1に安全を重視して開催されて欲しい。

609 男性 観客数制限

613 男性 分からない

619 男性 質素なスポーツ競技

620 男性 分かりません

622 男性 オリンピックに商業的な価値を求めるのではなく、単純にスポーツの祭典として考えるべき

623 男性 興味ない

624 男性 わからない

625 男性 選手の活躍の優先

638 男性 対策を取りながらも例年どうり

641 男性 世界中の人々が熱狂する大会なので、商業化などのスポーツに直接関係のないことは考えない。

648 男性 縮小

652 男性 特に無い

658 男性 アスリートファーストの大会

659 男性 規模を縮小し、参加者人数の制限を設け、安全に今までにないようなものにする！

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 収益を世界のコロナ対策、ワクチンや特効薬への研究費などへ寄付する。

678 男性 スポーツの意義を訴えかける

687 男性 わからない

690 男性 わからない

691 男性 かっこいい

692 男性 感染対策を取る

693 男性 今まで通り

695 男性 現在の姿で良い

696 男性 きをつける

697 男性 分かりません。

698 男性 通常通りでいいと思う

700 男性 やらない

702 男性 実施しない

710 男性 分からない

713 男性 簡素化

718 男性 選手がいることで開催できていることを改めて確認する

724 男性 よく分からない

727 男性 ない

729 男性 マスク、アルコール配布

732 男性 やはり伝統ということで開催されるのが望ましいと思う。

737 男性 まずは選手、スポーツそのものに目を向け、商業ではなくスポーツ大会としてのイメージを定着させる。

739 男性 平和の象徴

743 男性 簡素化する。

747 男性 もっとスポーツそのものに注目する大会として開催されるべき

765 男性 選手優先

767 男性 普通

768 男性 会場に人を多くいれずに、三密を避けて実施

772 男性 初心に戻る

774 男性 中止

781 男性 だから中止

784 男性 ストレートに開催

785 男性 わからない

788 男性 開催地をアテネに固定する、または各競技につき1か所に開催拠点を固定し、多くの新規建築物に費用を割くことを避ける

790 男性 万全な状態で

791 男性 スポーツ競技を実施する場ということを第一に考える。

792 男性 今のままでよい
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793 男性 平和の象徴

794 男性 競技のみを実施する

795 男性 特にない

796 男性 わかりません

797 男性 プレーする選手も試合を見る人も楽しめ、勇気をもらうことができるような姿。

798 男性 どのような姿であっても選手ファーストであればいいと思う

799 男性 わからない

800 男性 例年と変わらずいつもどうりでいいとおもう

801 男性 インターネットで全世界に配信

802 男性 パブリックビューイング等を増やし、みんなで参加すると言う気持ちを作る

803 男性 無観客で、選手だけでやる

804 男性 簡素化して実施

805 男性 人員を削減して、感染対策をより強化させ、感染が拡大しないように努めるべき

806 男性 安全に配慮

807 男性 安全に行えるオリンピック

808 男性 競技者が主役

809 男性 選手以外の方々は全員防護服とガスマスクを装備

810 男性 世界がコロナ不況に陥ってるので経済を回す意味でも商業化はいい考えだと思う

811 男性 有料チャンネルでの観戦

812 男性 観客を少なくし、遠隔でも観られるようにする

813 男性 経済効果の面も確かに強いのでそれはそれでいいと思う実際に巨額のお金を支出あしているので

814 男性 特にない

815 男性
出来るだけ多くの人々(特にコロナウイルス被害者)が楽しめるよう大会で出た収益の一部を感染症に対する医療態勢が整っていない地域、被害が大きかった地域
への医療環境拡充に寄付する等、明確な復興ビジョンが見えるように実施すべき。

816 男性 そのまま

817 男性 なし

818 男性 選手を第一に考える

819 男性 今まで道理が理想

820 男性 全国民が不満なく開催されること

821 男性 特になし

822 男性 とくになし

823 男性 わからない

824 男性 短時間で

825 男性 なし

826 男性 特になし

827 男性 姿勢などは、今の私に何か言うことはできません。

828 男性 毎回の通り

829 男性 分からない

830 男性 ソーシャルディスタンスを配慮したスタジアムの建設や、マスクの徹底

831 男性 とくになし

832 男性 オンライン

833 男性 3密

834 男性 各国ビデオ中継などコロナ対策を徹底した運営

835 男性 無観客

836 男性 コロナが落ち着いた上で開催する。治療法が普及するまでは開催を見合わせ、民の安全を第一に考える。

837 男性 あくまでもアスリートがベストパフォーマンスを行える環境を整えることを主眼に置き、商業化させていただく、という謙虚な姿勢で発展につなげるべきて

838 男性 感染対策の施された安全なオリンピック

839 男性 選手は競技場で行い、観客はオンラインでみる

840 男性 わからない

841 男性 ない

842 男性 わからない

843 男性 わからない

844 男性 種目の見直しをするのが良い

845 男性 理想は完全な形での実施

846 男性 国民、選手、関係者が、安全に楽しく過ごす

847 男性 選手村跡地となるマンション等の高騰化を防ぐ。

848 男性 実施しない

849 男性 いままでどおりでよいと思う

850 男性 特になし

851 男性 分からない

852 男性 やはり経済的効果のためであるべきだと思う

853 男性 ネットで中継するのはもちろん

854 男性 平和の祭典

855 男性 アスリート等のいわゆるオリンピックの主役となるような人々に対して優しい大会計画、運営を行う姿望ましいと思う。

856 男性 無観客、オンライン配信

857 男性 頑張って

858 男性 自分の国に誇りを持つ

859 男性 みんな楽しめる

860 男性 観客を0人にして開催させる

861 男性 特になし

862 男性 特にない
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863 男性 普段通りの開催

864 男性 わからない

865 男性 開催国の費用負担を大幅に減らし、NBCとの関与をなくす。

866 男性 縮小

867 男性 ありのまま

868 男性 なんであれ選手がいてでの大会だから選手が精一杯競技をするような大会

869 男性 わかりません。

871 男性 たのしむ

872 男性 世界最大のスポーツ大会

873 男性 わからない

874 男性 分からない

875 男性 対策をしながら

876 男性 今まで通り実施

877 男性 分からない

878 男性 アスリートファースト

879 男性 政治的な意図さえ表面化しなければ大いに商業的には利用すればいいと思う

880 男性 企業ももっと協力すべき

881 男性 わからない

882 男性 世界を一つにする気持ちで

883 男性 いまのままでよい

884 男性 大会

885 男性 特にない

886 男性 縮小して開催

887 男性 特にないです

888 男性 スポーツ選手の意見を大衆に表明する

889 男性 そのようなことについて考えたことがない

890 男性 今のままで良い

891 男性 コロナ終息後

892 男性 商業化には反対しないが、やはり競技という面を重視した大会にすべきだと思う。

893 男性 アマチュアの積極的出場

894 男性 無観客

896 男性 特になし

897 男性 ない

898 男性 笑顔で応援出来るようにする

902 男性 寄付金を募る

903 男性 3蜜を守る

904 男性 日本らしさを意識

905 男性 資金の流れを明確にする

906 男性 分からない

907 男性 コロナゼロ

908 男性 ある程度の規模になると、商業化も仕方がない

909 男性 公正、公平な運営体裁

910 男性 そもそもオリンピックに根本的な目的を放棄している時点で実施する価値がない。

911 男性 とりあえずもう少し落ち着いてから実施したほうがいいとおもいます

912 男性 おもてなし

913 男性 国家プロジェクト

914 男性 特になし

915 男性 実施する種目の中から２～３割なくすこと

916 男性 厳かに経済ばかりにとらわれない

917 男性 アスリートが納得する形が1番だと思う

918 男性 なるべく本来通りで

919 男性 わからない

920 男性 スポーツの祭典

921 男性 明るく

922 男性 誰もが納得した大会

923 男性 無観客にして、テレビ等インターネットを通じて中継され、選手同士はできるだけ離れ検温などをしてしっかり予防する

924 男性 チケットが当たらなくても充分に楽しめる要素があると良い。

925 男性 観客の数がものすごい数になることが予想され、そこを利用して商業化が進んでるため、大幅な人数制限をして快適に観戦できるようにするべきであると思う。

927 男性 テレビなどの放映権をある程度手放し、選手本位の大会づくりを目指すこと。

928 男性 開催地の景気が良くなることも見込んでの開催なので多少の商業化は仕方ないと思う。そのため途上国で開催できるように世界で協力していくべきだと思う

929 男性 わからない

930 男性 現在のままで良い

931 男性 IOCは一度、主催国に対しての協力のありかたお考えるべき

932 男性 経済を拡大

933 男性 スポーツの祭典らしく

934 男性 イベントは商業化にならざるを得ない

935 男性 なるべくクリーンな形。

936 男性 簡素化して実施

937 男性 どんどん商業化すればいいと思う。それで日本国内も潤うなら。

938 男性 ない
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939 男性 和もって慌てず騒がず清々しく華々しく粛々と

940 男性 無観客

941 男性 実施される前提がおかしい。

942 男性 なかなか難しいです

943 男性 変わらず、例年通り

944 男性 世界の情勢を反映させることが大切だと思います

945 男性 観客を減らす

946 男性 中止

947 男性 選手や応援する人が楽しめる環境

948 男性 過度な商業化はダメだと思うけど、選手に配慮しながらある程度は良いと思う。

949 男性 特になし

950 男性 競技ごとに開催地を変えたらもっと国際交流が進むのではないかと思う。

951 男性 アスリート第一と考える

952 男性 分からない

953 男性 今一度クーベルタンのオリンピック憲章に回帰すること

954 男性 例年通り

955 男性 周辺産業にも活性化を与える形での開催

956 男性 みんなが楽しめる

957 男性 今まで通り

958 男性 わからない

959 男性 いつも通り

960 男性 あまり密にならないようにする

961 男性 一年延期して来年にする

963 男性 なし

964 男性 何となく

965 男性 今のままでいいのではと思う

966 男性 アスリートたちが自らの力を存分発揮する場

967 男性 なし

968 男性 商業化のメリットは著しく大きい

969 男性 今まで通り開催してほしい。

970 男性 大勢のお客さんがいる中で試合を行う

971 男性 がんばれ

972 男性 今までどおりがいい

973 男性 入場国の制限

974 男性 批判されない姿。

975 男性 選手が一生懸命戦うということ

976 男性 Xゲームのように商業的な要素の強いスポーツもあるのだから、ドーピングなどを加速させない程度に商業化するのはよい。

977 男性 万全の状態で

978 男性 誰もスポーツを楽しんで貰えるように、スポーツ有名店との選手コラボ紹介などもいいかもしれない

979 男性 実施しない

980 男性 中止すべき

981 男性 わからない

982 男性 分からない

983 男性 オール寄付

984 男性 マスク着用

985 男性 いくら儲けてもいい

986 男性 各国が仲良く競技をする

987 男性 なし

988 男性 アメリカの放映権を破棄して平等にする

989 男性 特になし

990 男性 コロナが完全になくなったら

991 男性 わからない

992 男性 来年にならないと分からない

993 男性 特になし

994 男性 分からない

995 男性 なし

996 男性 コロナが治ってから開催する

997 男性 全国民が納得する

998 男性 商業としてやるべき

999 男性 コロナがしっかりおさまってから

1000 男性 オンラインの活用

1001 男性 たのしく

1009 男性 スポーツを全世界に広める

1014 男性 金儲け第一

1027 男性 明るく

1029 男性 コロナが落ち着いたとき

1039 男性 スポーツができる

1041 男性 ない

1044 男性 商業化を考えず、単純な国際交流の場としてあるべき。

1052 男性 観客へらす

1077 男性 基本的に通常通りに行うこと。検査などは導入するべき。

1090 男性 分からない
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1100 男性 対策がきちんとされている

2 女性 インターネット活用する

4 女性 スポンサー契約の内容の変更。

5 女性 観客をへらす

9 女性 真面目にやる

12 女性 簡素で、テレビでも楽しめるような

13 女性 感染対策がしっかりしている

14 女性 中止

15 女性 わからない

17 女性 規模をできる限り縮小し、競技そのもののみを淡々と行う形

18 女性 従来と変えてた形だと無意味だと思う

19 女性 選手第一

21 女性 観戦者を減らして多くの人はオンラインで観戦出来れば良いと思う

22 女性 特になし

24 女性 感染対策をしっかりして

25 女性 わかりません

26 女性 その時の状況に合わせる

27 女性 特になし

34 女性 商業でも構わないと思う

35 女性 あまり興味が無いから分からない

39 女性 国民の応援がアスリートに届くような形での実施

41 女性 とにかく感染拡大防止

42 女性 全てにおいて最小限で行う。無観客がベストかと。

45 女性 わからない

46 女性 分からない

47 女性 とくにない

49 女性 日本に財政の余裕があるとき

51 女性 純粋にスポーツとして楽しめる姿

52 女性 商業化していいとおもう

54 女性 分からない

55 女性 コロナに対策してやってほしい

56 女性 わからない

59 女性 特になし

61 女性 国全体が楽しむという雰囲気を持つこと

62 女性 選手が全力で挑める大会

63 女性 選手のことを第一に考えた選手主体のオリンピック、パラリンピック

65 女性 スポーツそのものを楽しむ姿勢

66 女性 三密を避ける

67 女性 コロナウイルスとの共存

70 女性 わからない

74 女性 分からない

76 女性 そのままがいいと思います

77 女性 今こそ普段通りの開催がいいと思います。内容や行事を変えてしまうと、今だからこその新たな批判が生まれるのではないでしょうか

78 女性 安全

82 女性 無観客試合

84 女性 わからない

85 女性 感染が落ち着き安全な状態

86 女性 新型コロナウイルス感染拡大対策

88 女性 テレビやパソコン、スマホ等で見られるようにする

89 女性 わからない

91 女性 日程が違くなっても、しっかり開催されること

93 女性 とくに

94 女性 特にない。

95 女性 コロナを理由にある国が参加できないといったことのないようにすべき。

96 女性 再来年の開催

97 女性 いっそのこと実施しない

98 女性 わからない

99 女性 コロナの様子をみながら、みんなが安心して参加できる姿

100 女性 経済が回るように、盛り上げていく感じで実施されたら良いと思う

102 女性 選手一人一人が納得出来ればいい

103 女性 選手や関係者チームが苦しまない形であれば

107 女性 運営側も全力で

108 女性 ニコ生などで無観客でする

109 女性 ない

110 女性 全世界の人が一緒になって楽しめるようなものにする

112 女性 きちんと、観客の安全が守られた中実施

115 女性 わからない

116 女性 なし

118 女性 みんなが楽しく

119 女性 コロナウィルスワクチン開発後、予定通りの形での実施

120 女性 オンライン

121 女性 商業化でお金をとるのならそのお金を出場するスポーツ選手やそのスポーツの競技者たちにに正しく還元すべき
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123 女性 アスリートや関係者を応援する役割を持つイベントであって欲しい

124 女性 利益を求めずスポーツだけが集まるもの

126 女性 わからない

128 女性 みんなが安全で、マスクをつけている姿

129 女性 よくわからない

133 女性 今まで通り

134 女性 なし

135 女性 特になし

136 女性 規模を縮小した状態での実施

137 女性 簡素化して実施

141 女性 わからない

143 女性 わからない

145 女性 開催しない

148 女性 なし

149 女性 分からない

151 女性 わかりません

152 女性 思いやり･おもてなし

154 女性 特になし

155 女性 分からない

156 女性 コロナ対策をしっかり行い、万全な状態で行うこと

158 女性 経済がダメになる

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 できるだけ縮小

166 女性 みんなが安心してできること

167 女性 この事態が収まってから

173 女性 特になし

174 女性 観客の少数化

175 女性 特になし

179 女性 特になし

181 女性 分からない

182 女性 状況に応じて臨機応変に対応する

183 女性 分からない

186 女性 スポーツを楽しむ

188 女性 金銭が関わらないように、純粋にスポーツを楽しめるようにする

189 女性 そのまま

191 女性 わからない

193 女性 ない

194 女性 オンライン中継

195 女性 中止

196 女性 なし

198 女性 なし

199 女性 特になし

201 女性 商業フリー

203 女性 すべての競技を全世界でテレビ中継する

204 女性 なし

205 女性 特にない

212 女性 コロナが落ち着いてから

213 女性 選手たちが力を出しきることができるもの。

214 女性 きちんと感染対策する

216 女性 なし

217 女性 なし

219 女性 コロナウイルスの感染を防ぐために会場の感染対策を徹底し、観客の数を減らし、消毒をこまめに行う。競技中以外では距離を適度にとるようにする。

220 女性 ボランティア活動を増やす

223 女性 アスリートのサポートに費用を注ぎ込む。

224 女性 わからない

225 女性 商業化でもなんでもやれるなら別にいいと思う

227 女性 できるだけお金をかけないことを理念に入れる

229 女性 オンライン

230 女性 みんなが気を使わずに行える状況

233 女性 観客が来て応援していくこと。

235 女性 公正に選手が評価されること

237 女性 リモートか延期

238 女性 選手のことを第一に考えることが望ましいと思う。

239 女性 わからない

240 女性 しらない

241 女性 わからない

242 女性 発生した外貨を医療に寄付し世界で団結する

243 女性 やる気
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246 女性 わからない

247 女性 とにかくアスリートの皆さんが努力を発揮できる場であること

249 女性 三密避けるしかない観戦もめっちゃ間空けて時間差で会場入り

253 女性 国民の過半数の同意を得てから

254 女性 なし

258 女性 せっかくの日本開催だからきちんとしたオリンピックが出来るまでしない方がいいと思う

259 女性 小規模に抑える

261 女性 一部の人だけではなく国民全員が楽しめる

262 女性 わかりません

266 女性 なし

267 女性 できるだけ本来の形で

268 女性 商業として行うことではないことを行動で示す

269 女性 楽しく。

270 女性 中継

273 女性 まだよく分からない。

274 女性 安心して実施できる姿で行うことが望ましい。

275 女性 特になし

276 女性 競技ごとに時期をずらす

277 女性 普通通りの実施

278 女性 現地ではなく、オンライン上でのグッズ販売等を進めるべき

279 女性 無観客

280 女性 ワクチンの開発後に、コロナ感染の不安が全くない状態で行ってほしい

282 女性 費用をあまりかけず、客からもらうお金も少なくする。

283 女性 無観客

284 女性 特に考えはない

286 女性 簡素化

290 女性 普段通り

291 女性 対策をしっかりしていたら実施していいと思う。

294 女性 できるだけ密集しない

296 女性 わからない

297 女性 規模縮小

298 女性 安全

302 女性 とくにない

303 女性 観客数を減らして、オンラインにする

304 女性 いらない部分はやらない

305 女性 分からない

308 女性 わからない

311 女性 だいぶ、コロナが落ち着いた頃

313 女性 わからない

315 女性 今までのオリンピックよりも盛り上がるような姿。

317 女性 わからない

318 女性 商業的な面があるのはしょうがないことだが、そもそもなぜこのイベントをやるのか、初心を忘れてはならない。みんなが望む形での実施が望ましい。

319 女性 変わらず例年のまま

321 女性 今まで通りの開催でいいと思う

326 女性 いつも通り

328 女性 マスク

330 女性 経済のためだけでなく選手、観客、人々を元気づけたり勇気づけたりすることを大切にするべき

331 女性 なし

333 女性 リモート

334 女性 なし

335 女性 純粋に選手が自己ベストを出せるように、色々な対策をしていく

336 女性
競馬みたいに選手にお金をかけたらいいと思う。会社単位ではなく、個人の小規模の投資でも世界中の人が投資できるならかなりの額が集まって直接選手を支援
できると思う。投資の見返りにリモート中継を見る権利や画面に投資した人の名前を出すなどしたらいいと思う。選挙みたいに、選手が集まったお金を出し合っ
て大会を開いたらいいと思う。

337 女性 分からない

338 女性 アスリートのことを第一に考えられていること。

339 女性 よくわからない

340 女性 特になし

342 女性 特にないかなと思います

343 女性 頑張って

344 女性 わからない

345 女性 収束したら普段通り

346 女性 わかりません

347 女性 2024年を東京開催にして、4年ずつずらしていく。

348 女性 無観客

350 女性 分からない

351 女性 平和の象徴

352 女性 最小限出やる

355 女性 スポーツ選手第一の大会

359 女性 規模を縮小した大会を行う

360 女性 アスリートファースト
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361 女性 最低限

362 女性 利益の一部をコロナウイルス関連に使う

363 女性 特になし

364 女性 特になし

365 女性 純粋にスポーツを楽しむ大会にすること

366 女性 出てきた利益は、後援した企業などに出した分だけ返し余ったものは各地の貧困層などボランティア団体に寄付するべき

368 女性 商業化しても構わないと思うので、今のままでいいと思います。

372 女性 特になし

375 女性 テレビやスマホでの観戦､応援

378 女性 特になし

380 女性 分かりません

381 女性 三密を避ける。

383 女性 よくわからない

384 女性 今のままで良いと思う。

385 女性 特になし今まで通り

386 女性 アスリート優先

390 女性 わからない

391 女性 なし

392 女性 商業化が悪いとは考えない。多方面から盛り上げて華々しく開催すれば良いと思う。

393 女性 特になし

394 女性 特になし

395 女性 楽しめる

400 女性 対策をしっかりした上で

401 女性 少人数観戦

402 女性 リモート

404 女性 分からない

407 女性 スポーツマンシップに基づくもの

408 女性 本来ならば「平和」ですがもはやそのような大会ではなくなってきていると思う

409 女性 オンラインや配信での実施

410 女性 経済中心ではなくアスリート中心なのが本当のオリンピックの姿だと思う

411 女性 ないです

412 女性 商業化の批判は何で批判してるのか分からないから何とも言えない。

413 女性 今まで通り

414 女性 ない

415 女性 特になし

416 女性 純粋にアスリートが努力した結果を出す機会と、自分の国でなくても好きな選手を応援する観客

417 女性 オンラインを上手く使った形で簡素化して開催

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 コロナの収束、東京都の安泰

424 女性 とくになし

425 女性 とりあえずテレビの放映権？放映料？とかの理由で大会スケジュール決めるのは選手の負担とかも大きそうだしやめた方がいいと思う

426 女性 選手同士が切磋琢磨しメダルを取りに行く、ということ

427 女性 実施を中止する

428 女性 簡素化すべき

430 女性 いつもと変わらない

431 女性 しっかり予防

432 女性 各国で行い、それをリモートでつなげていく

433 女性 商業化するのは、やむを得ないこと。様々な業種に対して利益が上がることであると思う。

436 女性 よい

437 女性 分からない

441 女性 一人一人が集中して向き合える姿での実施正々堂々と戦える衛生的な場

443 女性 わからない。

445 女性 わからない

448 女性 わからない

450 女性 いつも通りかつ、感染対策

452 女性 経済目的が余り露出しないもの

453 女性 3密を避けたリモート

454 女性 簡素化

456 女性 特になし

457 女性 実施しなくていい

458 女性 できるだけ盛り上げる

460 女性 選手のこれまでの活動の集大成となるような姿であってほしい。決して商業化はしてほしくない。

461 女性 例年通り

465 女性 アスリート第一

468 女性 観客は最小限に抑え、どの競技も中継で観られるようにする

471 女性 予定通り

474 女性 選手第一

477 女性 観客、出場者の健康が第一。経済が第一ではない

479 女性 なし

480 女性 開催するなら、とにかくこの暗い世の中を盛り上げて欲しい
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481 女性 競技以外と表彰以外無くす

482 女性 わからない

483 女性 出来る限り従来のものに近い姿が望ましい。

484 女性 わかりません。

485 女性 安全を第一に開催してほしい

487 女性 わからないです。

488 女性 目標に向かってひたむきに頑張っている人を応援して行くべきだと私は思います。なので商業化は如何な物かなと思います。

489 女性 感染対策をした上で楽しめる大会

490 女性 選手が力を発揮できるような姿

492 女性 頑張れ日本

495 女性 わからない

497 女性 分からない

498 女性 中止でいいと思う

499 女性 特になし

500 女性 わからない

502 女性 純粋にスポーツの楽しさを伝える

503 女性 わからない

507 女性 選手関係者ともに感染防止対策の姿で実施

508 女性 特にない

509 女性 規模を縮小しながら。

511 女性 みんなが応援したくなるような姿

516 女性 三密を避けた

520 女性 純粋なスポーツの祭典

521 女性 いままでどうり

526 女性 安全

527 女性 オリンピックのために無駄な建物を作らない

528 女性 分からない

529 女性 国民全員がスポーツを楽しめるように、参加しやすい、誰でも一員になれるような、国全体が一体化して盛り上がれるような姿

531 女性 選手の方々が伸び伸びと競技できるような場所をしっかりと確保していただく。

534 女性 選手が頑張れる環境

535 女性 分からない

536 女性 ない

537 女性 2022年の開催。それによって年齢の関係で出場できなくなる人が出てくるので、その年に関しては出場できるようにする。コロナ対策に徹底する。

538 女性 外国人は2週間前から検査して、日本に絶対ウイルスを持ち込まないようにする。

539 女性 わかはない

540 女性 IOCの体制を見直し、大々的なイベントにせず、こぢんまりとアスリートがただスポーツをするだけのイベントでいいと思う

541 女性 アスリートが快適にオリンピックに挑める。観覧、視聴者が競技を純粋に楽しめる。

542 女性 分からない

545 女性 しらない

549 女性 マスクをする

550 女性 マスク装着、接触の多いスポーツだったら手袋とかするのもいいんじゃないかなと思う。

556 女性 観客席を設けず、休憩中や試合に出ない時はマスクをして予防する。

562 女性 わからない

563 女性 安全第一

564 女性 選手のことを考えると望ましい

566 女性 1年延期し，開会式・閉会式を短縮

567 女性
本来スポーツによる平和の祭典であったはずのオリンピックが自国の利益のために誘致されるのはおかしいとは思うが、まあ既存の施設だけじゃ賄えない部分も
あるだろうし外国人が大勢来るのはおいしいし、ある程度の商業化は仕方のないことなんだろう。だから今のままでいいかと。

569 女性 わからない

570 女性 スポンサーに頼らず参加各国が費用を負担する

571 女性 観客席の減少

574 女性 わからない

576 女性 ない

577 女性 オンラインで配信する

578 女性 思い浮かばない

580 女性 競技は無観客で行いテレビ等で中継するのみにする

581 女性 わからない

582 女性 通常通り

583 女性 特にない

584 女性 アスリートがフェアに競いあう

585 女性 競技のことを考えたオリパラ

586 女性 経済発展や人々の心の娯楽を考えると、商業のような感じでやっていいと思う。参加者一人一人がマナーを守って愛を持ってやれるといいなと思う

587 女性 それぞれに

588 女性 アスリートが競技を好きな気持ちで競技に本当に集中できるように

589 女性 よく分からない

591 女性 国民の意見が反映

592 女性 平和

593 女性 普段通り

595 女性 特になし
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596 女性 わかりません

597 女性 わからない

599 女性 わからない

601 女性 経済効果など考えずに、アスリートの日々の努力の成果を発揮出来る大会になることが望ましい

602 女性 分からない

603 女性 選手が競技に集中し、ベストを尽くせる大会。それが達成できるなら、商業化も今の世の中にあった選択だと思う。

604 女性 わからない

606 女性 三密防ぐ

607 女性 分からない

610 女性 選手が全力でプレーできればそれでいいと思う

611 女性 純粋にスポーツを楽しむこと

612 女性 観客を減らしたり、開閉会式を縮小して行う

614 女性 特になし

615 女性 分からない

616 女性 ない

617 女性 よくわからないです

618 女性 マスク着用

621 女性 万全な状態が整っている

626 女性 マスク

627 女性 ない

628 女性 純粋に競技として

629 女性 無観客

630 女性 時間を短縮して行う

631 女性 わかりません

632 女性 わからない

633 女性 スポーツとして意味のあるもの

634 女性 選手が、プレッシャーをあまり感じる事無く生き生きと競技に取り組むことが望ましいと思う。

635 女性 わかりません

636 女性 わからない

637 女性 選手のことを1番に考え、選手が試合を行いやすい環境を作る

639 女性 時期をずらす。

640 女性 選手第一

642 女性 なし

643 女性 商業化するのは仕方がないと思うため、このままの姿でも良いと思う

644 女性 ない

645 女性 純粋に競技を楽しむ心

646 女性 頑張りを見せる

647 女性 わからない

649 女性 わからない

650 女性 分からない

651 女性 わからない

653 女性 多くの人が喜べるもの

654 女性 コロナ対策をしっかりした上で、おもてなしの歓迎がでにる姿

655 女性 安心安全に気をつけてスポーツをする、見るの楽しさが感じられるものに。

656 女性 元気に

660 女性 テレビだけでの観戦

661 女性 マスクをし密をなるべく防ぐ

662 女性 簡単化

664 女性 そのまま

665 女性 アスリートを応援する風潮をつくる

666 女性 分からない

667 女性
チケットが高額すぎる気がしました。経済効果があるのでそれなりの値段がして当たり前だと思いますが、もう少し安くなってもいいと思いました。オリンピッ
ク等においての不満はないです。

668 女性 なし

670 女性 なし

671 女性 人数を減らして観戦する

672 女性 やや簡素化

673 女性 商業化は仕方がないと思います。しかしそのうえで選手に対する心遣いを大切にするのが重要だと思います。

675 女性 まだわからない

676 女性 経済的な効果を狙うことも大事だから、規模を考えて行う

679 女性 完璧な状態で実施

680 女性 わからない

681 女性 思い浮かばない

682 女性 今のままで良いと思う。

683 女性 分からない

685 女性 なし

686 女性 純粋にスポーツを楽しむ祭典

688 女性 コロナ対策をしっかりすること

689 女性 コロナが完全消滅してから開催する

694 女性 多方面からの意見を取り入れつつ実施する

699 女性 今までのようなオリンピック

701 女性 無駄な箱ものをたてない
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703 女性 無観客観戦

704 女性 いつも通り

705 女性 特になし

706 女性 とにかく経費削減で

707 女性 わからない

708 女性 終息するまで延期

709 女性 選手が主役となって、自分の力を出し切れる状態。

711 女性 アスリート第一

712 女性 パラリンピックは開催しない方がいいと思います。

714 女性 来年、競技に影響しない範囲で規模を小さくして行う

715 女性 三密を防ぐ

716 女性 選手の努力をたてるように商業化が進みすぎないようにする。

717 女性 ない

719 女性 選手優先の姿

720 女性 特になし

721 女性 予定通り開催されるのが良いと思うが、できるだけたくさんの人たちの意見を取り入れて開催する

722 女性 大きい範囲で、空間除菌を行えるような物を開発し使う

723 女性 みんなでたのしく

725 女性 オリンピック、パラリンピックの公式グッズをオンラインで販売

726 女性 どうしよう

728 女性 頑張れってる姿

730 女性 わからない

731 女性 今は無理だと思う

733 女性 普通にやる

734 女性 やし

735 女性 普通通りに開催

736 女性 みなが納得できる

738 女性 なし

740 女性 選手の輝ける姿

741 女性 特になし

742 女性 観客を減らす

744 女性 分からない

745 女性 贔屓無しの大会

746 女性 わからない

748 女性 なし

749 女性 わからない

750 女性 感染拡大防止した上での実施

751 女性 みんなからいいといわれる大会にする

752 女性 わからない

753 女性 中止か次のオリンピックにしたい

755 女性 わからない

756 女性 商業化を阻止する

757 女性 なし

758 女性 安全な状態

759 女性 落ち着いてから

760 女性 楽しく見れるようにする

761 女性 気持ちを1つにする

762 女性 特になし

763 女性 いつも通りが理想

764 女性 わからない

766 女性 予定通り開催

769 女性 三密を避けた形でやる。

770 女性 わからない

771 女性 分からない

773 女性 なし

775 女性 選手を第一に考える

776 女性 誠実に！

777 女性 分からない

778 女性 先ほども書いたが最小限人数チケットを売らず観客席に人入れず無観客で実施すべき。そしてその分ネット又はテレビ全世界生配信したらいいと思う。

779 女性 蜜をさける

780 女性 わからないです

782 女性 リモートを取り入れたりすることで安全の確保

783 女性 過剰なセレモニーを無くす

786 女性 密を防ぐ

787 女性 とくになし

789 女性 わからない

1002 女性 オリンピックとかのグッズを売る

1004 女性 人を少なくして実施する。

1005 女性 感染防止策を検討して、選手はなるべくフェイスシールドをつけてやる

1007 女性 選手と、観客のためだけを考える。商業的な視線は要らない。（過度な広告など）

1008 女性 思いつかない。
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1011 女性 選手中心を心がけたオリンピックパラリンピックにしていくべき。

1012 女性 わからない

1015 女性 多くの人が媒体がなんであれ視聴できるようにして、国的な団結力や感動を体感できるようにするのが望ましい

1016 女性 コロナに気をつけつつ経済をまわす

1023 女性 感染を拡大させない

1025 女性 東京オリンピックを中止にするか2022年にやるべき

1053 女性 誰もが楽しめる形であれば、いいと考えます。じゃないと、自国でやっと選ばれた意味もなくなると感じます。


