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2021 年 9 月吉日 

ゲッティイメージズ ジャパン株式会社 

デジタルコンテンツ（静止画、動画および音楽）を世界 200 カ国以上に提供する、世界最大級のデジタルコンテンツカンパニー

Getty Images（本社：米国・シアトル、以下ゲッティイメージズ）は、2021 年 8 月 24 日(火)～9 月 5 日(日)に開催された

東京パラリンピックにて、国際パラリンピック委員会（以下 IPC ）オフィシャルフォトエージェンシーとしてのべ 42 万点以上の写真を

撮影しました。 

 ゲッティイメージズのプラットフォームでは全世界の報道機関により 1 日に何千回もの検索が行われます。その検索データをもとに、

期間中最もダウンロードされた画像並びに、今大会で最も人気が高かったアスリート トップ 10 を発表しました。 

 また、今大会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため各会場へのフォトグラファーの数が制限されたため、ゲッティイメージズのスタ

ッフフォトグラファーの中でも、数々のアワードを受賞してきたフォトグラファーを中心としたチームを編成しました。彼らが撮影した、アスリ

ートや競技の背景にあるストーリーをも写し出し、パラリンピックの魅力を世界中に伝えた写真全体から、ゲッティイメージズのエディトリ

アルオペレーション部門の最高責任者、マイケル・ヘイマンが、本大会のベストフォトを選出しました。

IPC 公式フォトエージェンシー「Getty Images」 

東京 2020 パラリンピック競技大会を写真で振り返る 

検索データから読み解く、世界で最も注目を集めたパラリンピアンは？！ 

東京パラリンピックのベストコレクション『Best of Tokyo 2020』を発表！ 

▼Best of Tokyo 2020 by Getty Images

1. 世界で最もダウンロードされたアスリートの写真

2. 世界で最もダウンロードされた日本人アスリートの写真

3. 世界で最も検索されたアスリート トップ 10

4. 世界で最も検索された日本人アスリート トップ 10

5. ゲッティイメージズが選ぶベストコレクション トップ 25

6. ゲッティイメージズが選ぶ日本人アスリートのベストコレクション トップ 15

1337001697, Alex Pantling /ゲッティイメージズ 1336800737, Carmen Mandato /ゲッティイメージズ 



1. 世界で最もダウンロードされたアスリートの写真

▼リンタオ・ジャン（ゲッティイメージズスポーツフォトグラファー）コメント

「卓球男子シングルス（立位 6）のエジプト代表、両腕の肘から先がないイブラヒム・ハマト選手は、球を右足でトスしたあと、口にく

わえたラケットで首を振ってスピンを掛けてサーブします。サーブには回転がかかり、コーナーを狙って繰り出すスマッシュは口でラケットを

扱っているとは思えないほど鋭い。イブラヒム選手のコメント通り、“不可能を可能にした”瞬間を記録できることを光栄に思います。」 

2. 世界で最もダウンロードされた日本人アスリートの写真

▼ナオミ・ベイカー（ゲッティイメージズスポーツフォトグラファー）コメント

「女子 100m 背泳ぎ S1 決勝で銀メダルを獲得した、最年少メダリスト山田美幸選手が表彰台で喜びの表情を浮かべているシー

ンです。生まれつき両腕がなく両足の長さも異なる山田選手は、場内の拍手にも左右長さの違う足を上げて声援に応えます。表彰

台の上で、東京 2020 大会の銀メダルマスコットを足で受け取り、満面の笑みを浮かべた瞬間はフォトグラファーとしても、感動の瞬

間でした。」 

1336254776, Naomi Baker  /ゲッティイメージズ 

1336219019, Lintao Zhang /ゲッティイメージズ 



3. 世界で最も検索されたアスリート トップ 10

1 ジャコ・バン ギャス（イギリス） 自転車競技（トラッ

ク） 

男子 C3 3000m パーシュート 金メダル 

男子 C1-3 1000m タイムトライアル 銅メダル 

混合 C1-5 750m チームスプリント 金メダル 

2 デービッド・ワグナー（アメリカ） 車いすテニス クアード シングルス

クアード ダブルス

3 ベアトリーチェ・ビオ（イタリア） 車いすフェンシング 女子フルーレ個人 カテゴリーB 金メダル 

女子フルーレ団体 銀メダル 

4 オクサナ・マスターズ （アメリカ） 自転車競技（ロー

ド） 

女子タイムトライアル（H4-5） 金メダル 

女子ロードレース H5 金メダル 

5 ディラン・オルコット（オーストラリア） 車いすテニス クアード シングルス 金メダル

クアード ダブルス 銀メダル

6 ジョニー・ピーコック（イギリス） 陸上競技 男子 100m T64 銅メダル 

4x100m ユニバーサルリレー 銀メダル 

7 サラ・ストーリー（イギリス） 自転車競技（ロー

ド） 

女子 C4-5 ロードレース 金メダル 

女子 C5 タイムトライアル 金メダル 

8 ゴードン・リード（イギリス） 車いすテニス 男子シングルス 銅メダル 

男子ダブルス 銀メダル 

9 タチアナ・マクファデン（アメリカ） 陸上競技 女子 400m T54 

女子 800m T54 銀メダル 

女子 1500m T54 

女子 5000m T54 銅メダル 

女子マラソン T54 

4x100m ユニバーサルリレー 金メダル 

10 宮崎哲 競泳 男子 200m 自由形 S14 

1337012860, Carmen Mandato /ゲッティイメージズ 1337047673, Adam Pretty /ゲッティイメージズ 



4. 世界で最も検索された日本人アスリート トップ 10

1 宮崎哲 競泳 男子 200m 自由形 S14 

2 鈴木孝幸 競泳 男子 50m 自由形 S4 銀メダル 

男子 100m 自由形 S4 金メダル 

男子 200m 自由形 S4 銀メダル 

男子 50m 平泳ぎ SB3 銅メダル 

男子 150m 個人メドレー SM4 銅メダル 

混合 4x50m 20 ポイント フリーリレー 

3 上地結衣 車いすテニス 女子シングルス 銀メダル 

女子ダブルス 銅メダル  

4 国枝慎吾 車いすテニス 男子シングルス 金メダル 

男子ダブルス 

5 佐藤友祈 陸上競技 男子 1500m T52 金メダル 

男子 400m T52 金メダル 

6 中村克 競泳 男子 100m 自由形 

男子 4×100m フリーリレー 

男子 4×100m メドレーリレー 

7 山本篤 陸上競技 男子 100m T63 

男子走幅跳 T63 

8 成田真由美 水泳 女子 100m 自由形 S5 

女子 50m 背泳ぎ S5 

女子 100m 平泳ぎ SB4 

混合 4x50m 20 ポイント フリーリレー 

9 鈴木徹 陸上競技 男子走高跳 T64 

10 中村智太郎 水泳 男子 100m 平泳ぎ SB6(運動機能) 

混合 4x50m 20 ポイント フリーリレー 

1337797551, Lintao Zhang /ゲッティイメージズ 1338247500, Carmen Mandato /ゲッティイメージズ 



5. ゲッティイメージズが選ぶベストコレクション トップ 25

→ 「ゲッティイメージズが選ぶベストコレクション トップ 25」 すべての写真はこちらよりご覧いただけます。

6. ゲッティイメージズが選ぶ日本人アスリートのベストコレクション トップ 15

→ 「ゲッティイメージズが選ぶ日本人アスリートのベストコレクション トップ 15」 すべての写真はこちらよりご覧いただけます。

1337978093, Carmen Mandato /ゲッティイメージズ 1336997511, Alex Pantling /ゲッティイメージズ 

1336791093, Adam Pretty /ゲッティイメージズ 1337602363, Adam Pretty /ゲッティイメージズ 

1337809164, Alex Pantling /ゲッティイメージズ 1338365904, Alex Davidson /ゲッティイメージズ 

https://www.gettyimages.com/collaboration/boards/aaTqCYoYuk2sHtFf3beQIw
https://www.gettyimages.com/collaboration/boards/TsVYlXQrWEClux2_ICThVQ


▼マイケル・ヘイマン（ゲッティイメージズのエディトリアルオペレーション部門最高責任者）コメント

「パラリンピックでは、選手たちの競技レベルの高さだけでなく、障害を乗り越えて最高の舞台でパフォーマンスを発揮するまでに至るス

トーリーが写真を通して伝えられます。TOKYO2020 を通して、ゲッティイメージズのフォトグラファーは見ている人に感動を与える写真

を数多く撮影しました。パラリンピックという世界最大の舞台で全力を尽くして戦うアスリートたちの闘志あふれる姿を捉えた、感動的

なコレクションです。」 

▼ゲッティイメージズとパラリンピック

ゲッティイメージズは、IPC のオフィシャルパートナーとして、2004 年から夏季パラリンピック 5 大会、冬季パラリンピック 4 大会を取材

してきました。 

東京 2020 スペシャルサイト https://welcome-to-gettyimages.jp/tokyo2020/ 

▼ゲッティイメージズとスポーツ

ゲッティイメージズは、国際オリンピック・パラリンピック委員会をはじめ、85 以上のスポーツ統括団体や、世界的なスポーツリーグやクラ

ブの公式フォトエージェンシーやオフィシャルパートナーとして、年間 50,000 以上のスポーツイベントを撮影しています。ピューリッツァー

賞、ワールド・プレス・フォト、ピクチャー・オブ・ザ・イヤー・インターナショナルなど、1,200 以上のアワードを受賞してきた、経験豊富なフ

ォトグラファーによる質の高いコンテンツを数多く配信し、スポーツフォトエージェンシーとして業界をリードし続けています。 

（主な提携先：PGA ツアー、FIFA、国際オリンピック委員会、国際パラリンピック委員会、国際クリケット評議会、MLB、UEFA、サ

ッカー協会、ワールドラグビー、ナショナルホッケーリーグ、ナショナルカレッジアスレチックアソシエーション、NASCAR、NBA、J リーグ、F1、

マンチェスターユナイテッド、ボルシア・ドルトムント、グランツーリスモ、Riot Games、FC バイエルン・ミュンヘン、Ultimate Fighting

Championship、クリケット・オーストラリア、NZ ラグビーユニオンなど、85 以上） 

▼ゲッティイメージズとは

ゲッティイメージズは、36 万人以上のコントリビューターと、世界各国のイメージパートナーと共に、スポーツ、エンターテインメント、世界

的ニュースなど、毎年 160,000 以上のイベントで撮影されたエディトリアル写真や、あらゆるニーズに応えるクリエイティブイメージ、世

界の歴史的な写真のデジタルアーカイブなど、写真、ビデオ、音楽を含む 4 億 3500 万点以上のアセットを、

www.gettyimages.com および www.istock.com を通して配信しています。 

25 年以上にわたり、クリエイティブ、ビジネス、メディアなどの顧客を中心に、世界最高のフォトグラファーおよびビデオグラファーが撮影

する質の高いビジュアルコンテンツを提供し続け、信頼されるブランドへと進化してきました。 

ゲッティイメージズに関する最新のニュースについては、「Press Room」を、コンテンツの背景にあるストーリーやインスピレーションについ

ては「Creative Insight」をご覧ください。 

https://welcome-to-gettyimages.jp/tokyo2020/
https://www.gettyimages.co.jp/editorial-images/sport
https://www.gettyimages.co.jp/editorial-images/entertainment
https://www.gettyimages.co.jp/editorial-images/news
https://www.gettyimages.co.jp/editorial-images/news
https://www.gettyimages.co.jp/
https://www.gettyimages.co.jp/editorial-images/archival
http://press.gettyimages.com/tag/japanese/
https://creativeinsights.gettyimages.com/ja

