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月　日 曜日 開始時間 競技 プログラム 種　目 選手名 会場

12月6日 (水) 山田 香
三田 真希
中村 礼子
五十嵐 貴美
北川 麻美
三輪 芳美
矢野 友理江
藤野 舞子
小島 貴光
細川 大輔

10:00 高桑 健
10:00 佐野 秀匡

山田 香
三田 真希
小島 貴光
細川 大輔
北川 麻美
三輪 芳美
高桑 健
佐野 秀匡
中村 礼子
五十嵐 貴美
矢野 友理江
藤野 舞子

17:15 サッカー 二次予選ラウンド 男子 日本×PRK

松井 謙弥、佐藤 昭大、一柳 夢吾、本田 拓也
平山 相太、カレン ロバート、増田 誓志
谷口 博之、田中 輝和、水本 裕貴、青山 敏弘
細貝 萌、家長 昭博、本田 圭佑、青山 直晃
髙萩 洋次郎、山本 脩斗、萬代 宏樹、前田 俊介
辻尾 真二

Qatar Sports Club Stadium

女子 団体 森上　亜希子、中村 藍子、不田 涼子、
男子 団体 添田　豪、松井　俊英、岩渕 聡、鈴木　貴男

9:50 女子 軽量級ダブルスカル 若井 江利、岩本 亜希子
10:00 男子 軽量級ダブルスカル 大元 英照、須田 貴浩
10:20 男子 ダブルスカル 久保 武大、西村 好道
10:30 女子 軽量級ダブルスカル 若井 江利、岩本 亜希子
10:40 男子 軽量級ダブルスカル 大元 英照、須田 貴浩
11:10 男子 ダブルスカル 久保 武大、西村 好道
11:20 女子 軽量級ダブルスカル 若井 江利、岩本 亜希子
11:30 男子 軽量級ダブルスカル 大元 英照、須田 貴浩

9:00 ホッケー 予選ラウンド 男子 日本×MAS

山堀 貴彦、片山 謙一、三好 浩史、三澤 孝康、吉田
一男、伊藤 満、小澤 和幸、福田 敏昭、尾藤 豊、長
岡 俊輔、茶木 裕史、伊藤 亮、坪内 一浩、川上 啓、
坂本 博紀、穴井 善博

Al-Rayyan Hockey Field

14:00 ボクシング 予選 男子 ウェルター69kg級 平野義幸 Aspire Hall 5

18:00 バレーボール 予選ラウンド グループB 女子 日本×ＴＪＫ

井野 亜希子、竹下 佳江、高橋 みゆき
菅山 かおる、宝来 麻紀子、杉山 祥子、髙橋 翠
荒木 絵里香、木村 沙織、石川 友紀、落合 真理
小山　修加

Al-Rayyan Indoor Hall

18:14

18:41

決勝C

決勝B

決勝A

10:00

女子

18:49

100m自由形

10:00 男子 100m自由形

10:00

水泳／競泳

予選

女子

18:00

決勝

200m平泳ぎ

10:00 女子 800m自由形

18:07 男子

10:00 女子

女子

100m自由形

200m平泳ぎ

West Bay Lagoon

Khalifa Tennis Centre Court

800m自由形

女子 100m背泳ぎ

男子 200m個人メドレー

Hamad Aquatic Centre

10:00 女子 100m背泳ぎ

男子 200m個人メドレー

女子

100m自由形

19:15

準決勝テニス

ボート
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月　日 曜日 開始時間 競技 プログラム 種　目 選手名 会場

12月6日 (水) 16:00 男子 朝日 健太郎、白鳥勝浩
19:00 女子 田中 姿子、小泉 栄子
16:30 女子  種目別　平均台 上村　美揮

大島　杏子
男子  種目別　平行棒 冨田 洋之

桑原 俊
17:00 女子  種目別　ゆか 大島　杏子

佐原　礼香
男子  種目別　鉄棒 冨田 洋之

水鳥 寿思

9:00 女子 日本×ＬＩＢ
磯山 絵美、諏訪 裕美、森本 由樹、渡辺 由夏
榊原 紀子、中川 聴乃、内海 亮子、畑 恵里子
吉田 亜沙美、大神 雄子、山田 久美子

Basketball Indoor Hall

15:00 男子 日本×ＵＺＢ

マッカーサー・エリック、折茂 武彦、佐古 賢一
大野 篤史、渡邉 拓馬、青野 文彦、伊藤 俊亮
網野 友雄、柏木 真介、桜井 良太、竹内 公輔
竹内 譲次

Basketball Indoor Hall

420級 高橋　友海、津ヶ谷　加依
470級 近藤　　愛、鎌田　奈緒子
OP級 小宮　悠
ミストラル級 大西　富士子
420級 飯束　潮吹、古谷　信玄
470級 山田　寛、中村　健一
OP級 磯崎　哲也
420級 高橋　友海、津ヶ谷　加依
470級 近藤　　愛、鎌田　奈緒子
OP級 小宮　悠
ミストラル級 大西　富士子
420級 飯束　潮吹、古谷　信玄
470級 山田　寛、中村　健一
OP級 磯崎　哲也

今鉾 一恵
城内 史子

12:30 自転車/ロードレース 決勝 男子 団体タイムトライアル
阿部　良之、別府　史之、廣瀬　敏、岡崎　和也
盛　一大

Al-Khor Circuit

9:00 準決勝 女子 シングルス 辻　美和
10:00 5-6位決定ラウンド 女子 シングルス 玉泉　春美
11:00 5-6位決定ラウンド 男子 シングルス 篠原　秀典
12:00 準決勝 男子 シングルス 篠原　秀典
15:00 女子 シングルス 辻　美和
15:00 男子 シングルス 篠原　秀典

大岩　義明
加藤　大助
細野　茂之
村上　一孝

11:00

Sport City Temporary

Aspire Hall 2

Doha Sailing Coursesセーリング

決勝体操

予選

第3レース

第4レース

女子

男子

女子

男子

ビーチバレー 第3ラウンド

バスケットボール

9:00 総合馬術個人

13:00 ウエイトリフティング 決勝 女子 75kg超級

ソフトテニス

Equestrian Dressage Arena
3-Day Event
 馬場馬術競技

馬術/総合馬術

決勝

Al-Dana Banquet Hall
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月　日 曜日 開始時間 競技 プログラム 種　目 選手名 会場

12月6日 (水) 9:00 混合 ダブルス 舛田　圭太、米倉　加奈子
9:00 男子 シングルス 佐藤　翔治
18:20 女子 シングルス 森　かおり
19:00 男子 ダブルス 舛田　圭太、大束　忠司
21:00 女子 シングルス 廣瀬　栄理子
21:40 男子 シングルス 佐藤　翔治

源　洋子
岩田　聖子
秋山　輝吉
木田　知宏
原田　茂史
源　洋子
岩田　聖子
秋山　輝吉
木田　知宏
原田　茂史
片井 文乃、土屋 佑佳、松田 悠
石嶺 可奈子、津澤 久美、中野 麻希

片井 文乃、土屋 佑佳、松田 悠
石嶺 可奈子、津澤 久美、中野 麻希

伊藤 丈、武本 真明、山下 知且、政時 由尚
髙橋 俊彦、佐々木 智之

伊藤 丈、武本 真明、山下 知且、政時 由尚
髙橋 俊彦、佐々木 智之

伊藤 丈、武本 真明、山下 知且、政時 由尚
髙橋 俊彦、佐々木 智之

伊藤 丈、武本 真明、山下 知且、政時 由尚
髙橋 俊彦、佐々木 智之

15:00 チェス 第1ラウンド チェス団体 南條　遼介、小島　慎也、中川　笑子 Al-Dana Indoor Hall

14:00

50mフリーライフル3ポジション

25mラピッドファイアーピストル

50mフリーライフル3ポジション

25mラピッドファイアーピストル

決勝

9:00

13:00

17:00

女子

女子

男子

男子

8:00

11:30

女子

男子

男子

トリオ

トリオ

トリオ

Squad A - 2nd Block

2nd Block

Squad B - 2nd Block

ボウリング Qatar Bowling Centre

Lusail Shooting Range

Aspire Hall 3
2回戦

1回戦

バドミントン

ライフル射撃

予選
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