
第15回アジア競技大会（2006／ドーハ）
競技日程一覧（12月7日）

2006/12/7　13:24

月　日 曜日 開始時間 競技 プログラム 種　目 選手名 会場

12月7日 (木) 森岡 紘一朗
山崎 勇喜

10:30 女子 20km競歩 坂倉 良子
10:00 古賀 淳也

山口 雅文
北川 麻美
藤野 舞子
北島 康介
木村 太輔
加藤 ゆか
土肥 亜也子

予選 男子 4×100mメドレーリレー

伊藤 真、小島 貴光、細川 大輔、山元 啓照、櫻井 裕
司、松田 丈志、土岐 健一、古賀 淳也、山口 雅文、
宮下 純一、入江 陵介、中野 高、崎本 浩成、北島 康
介、山下 誠、木村 太輔、高安 亮、山本 貴司、柴田
隆一、高桑 健、佐野 秀匡、谷口 晋也

18:00 古賀 淳也
山口 雅文
北川 麻美
藤野 舞子
北島 康介
木村 太輔
加藤 ゆか
土肥 亜也子
松田 丈志
土岐 健一

決勝 男子 4×100mメドレーリレー

伊藤 真、小島 貴光、細川 大輔、山元 啓照、櫻井 裕
司、松田 丈志、土岐 健一、古賀 淳也、山口 雅文、
宮下 純一、入江 陵介、中野 高、崎本 浩成、北島 康
介、山下 誠、木村 太輔、高安 亮、山本 貴司、柴田
隆一、高桑 健、佐野 秀匡、谷口 晋也

18:30 水泳／水球 予選ラウンド 男子 日本×ＣＨＮ

田中 宏児、青柳 勘、佐藤 太一、永田 敏
江口 朝永、小林 浩司、坂本 将一、塩田 義法
長沼 敦、星合 郊、大島 仁、原口 泰博
西栫 尚史

Al-Sadd Aquatic Centre

19:45 サッカー 予選ラウンド 女子 日本×ＣＨＮ

山郷 のぞみ、福元 美穂、矢野 喬子
須藤 安紀子、岩清水 梓、安藤 梢、下小鶴 綾
磯﨑 浩美、澤 穂希、宮間 あや、阪口 夢穂
柳田 美幸、酒井 與惠、中岡 麻衣子、永里 優季
荒川 恵理子、大野 忍、丸山 桂里奈

Al-Rayyan Football Stadium

一次予選 岩渕 聡、不田 涼子
鈴木　貴男、

決勝 男子 団体 添田　豪、松井　俊英、岩渕 聡、鈴木　貴男

テニス10:00

200m個人メドレー

男子

男子

8:10
決勝

水泳／競泳

予選

決勝 (タイム決勝)

決勝
200m平泳ぎ

Hamad Aquatic Centre

男子

女子 50mバタフライ

200m平泳ぎ

男子

女子

女子

50m背泳ぎ

200m個人メドレー

男子 50m背泳ぎ

女子

陸上競技 Race Walks Street Circuit
20km競歩男子

混合 ダブルス

50mバタフライ

1,500m自由形

Khalifa Tennis Centre Court
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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7日 (木) 10:40 決勝B 女子 軽量級シングルスカル 玉川 由紀
11:40 男子 軽量級シングルスカル 武田 大作
11:50 女子 シングルスカル 福地 愛
12:10 男子 舵なしフォア 片岡 勇、東山 雄也、奥村 六郎、佐藤 芳則

17:00 ホッケー 予選ラウンド 男子 日本×ＴＰＥ

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

18:00 ビーチバレー 7位～決定戦 女子 日本× 楠原千秋、浦田聖子 Sport City Temporary
11:00 女子 420級 高橋　友海、津ヶ谷　加依

女子 470級 近藤　　愛、鎌田　奈緒子
女子 OP級 小宮　悠
男子 420級 飯束　潮吹、古谷　信玄
男子 470級 山田　寛、中村　健一
男子 OP級 磯崎　哲也

11:00 女子 420級 高橋　友海、津ヶ谷　加依
女子 470級 近藤　　愛、鎌田　奈緒子
女子 OP級 小宮　悠
女子 ミストラル級 大西　富士子
男子 420級 飯束　潮吹、古谷　信玄
男子 470級 山田　寛、中村　健一
男子 OP級 磯崎　哲也

第6レース 女子 ミストラル級 大西　富士子

12:00 ハンドボール 予選 女子 日本×ＴＨＡ

飛田 季実子、勝田 祥子、田中 麻美、水野 恵子
大前 典子、小野澤 香理、佐久川 ひとみ
小松 真理子、東濱 裕子、山田 永子、金城 晶子
植垣　暁恵、早船 愛子、長野 かづさ、谷口 尚代
坂元　智子

Al-Gharrafa Indoor Hall

9:00 男子 ダブルス　日本×ＰＨＩ 花田　直弥、川村　達郎
12:00 ダブルス　日本×ＮＥＰ 花田　直弥、川村　達郎
14:00 ダブルス　日本×ＴＰＥ 花田　直弥、川村　達郎
10:00 ダブルス　日本×ＭＧＬ 中堀　成生、高川　経生
13:00 ダブルス　日本×ＰＨＩ 中堀　成生、高川　経生
15:00 ダブルス　日本×ＣＨＮ 中堀　成生、高川　経生
9:00 女子 ダブルス　日本×ＭＧＬ 玉泉　春美、上嶋　亜友美
13:00 ダブルス　日本×ＫＯＲ 玉泉　春美、上嶋　亜友美
10:00 ダブルス　日本×ＣＨＮ 濱中　洋美、辻　美和
12:00 ダブルス　日本×ＴＰＥ 濱中　洋美、辻　美和
15:00 ダブルス　日本×ＰＨＩ 濱中　洋美、辻　美和

玉泉　春美、上嶋　亜友美
濱中　洋美、辻　美和
中堀　成生、高川　経生
花田　直弥、川村　達郎
大岩　義明
加藤　大助
細野　茂之
村上　一孝

ソフトテニス

予選ラウンド

準々決勝

第5レース

ボート
決勝A

セーリング

9:00 Sport City Temporary総合馬術個人馬術/総合馬術 3-Day Event 耐久競技

17:00
男子

女子 ダブルス

ダブルス

West Bay Lagoon

Khalifa Soft Tennis Courts

第4レース

Doha Sailing Courses
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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7日 (木) 末綱　聡子、前田　美順
小椋　久美子、潮田　玲子

男子 ダブルス 舛田　圭太、大束　忠司
大束　忠司、末綱　聡子
舛田　圭太、米倉　加奈子
森　かおり
廣瀬　栄理子
末綱　聡子、前田　美順
小椋　久美子、潮田　玲子

男子 ダブルス 舛田　圭太、大束　忠司
佐藤　翔治
佐々木　翔

8:00 山下　敏和
8:00 松本　崇志
8:00 牧　征樹
8:30 秋山　輝吉
8:30 木田　知宏
8:30 原田　茂史
12:30 山下　敏和
12:30 松本　崇志
12:30 牧　征樹
8:30 折原　研二
8:30 青木　宏光
8:30 玉渕　功
9:00 女子 スキート 伊波　円
15:00 決勝 女子 スキート 伊波　円

9:00 男子 5人チーム
伊藤 丈、武本 真明、山下 知且、政時 由尚
髙橋 俊彦、佐々木 智之

13:30 女子 5人チーム
片井 文乃、土屋 佑佳、松田 悠、石嶺 可奈子
津澤 久美、中野 麻希

11:00 野球 男子 日本×ＴＰＥ

長野 久義、長谷部 康平、田中 大輔、野本 圭
佐伯 尚治、石畝 卓也、福田 康一、服部 泰卓
西郷 泰之、鈴木 健司、鈴木 勘弥、中野 滋樹
宮西 尚生、磯村 秀人、高崎 健太郎
四之宮 洋介、吉浦 貴志、小山 豪、植山 幸亮
小松 聖、池辺 啓二、横山 憲一

Al-Rayyan Baseball &
 Softball Venue

10:00 新井　達雄
13:00 梅田　竜二
16:00 梅田　竜二
16:00 新井　達雄
19:00 梅田　竜二
19:00 新井　達雄
16:00 赤狩山　幸男
16:00 川端　聡
16:00 赤狩山　幸男
16:00 川端　聡
15:00 チェス 第2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

1回戦

2回戦

ビリヤード

男子

8ボールシングルス

8ボールシングルス

男子

男子

男子

15:00

混合

シングルス

女子

女子

女子
9:00

バドミントン

2回戦

準々決勝

16:00

クレー射撃
予選

ダブルス

男子 25mスタンダードピストル

決勝 男子

ボウリング 1st Block

男子 スキート

ライフル射撃

予選

男子 50mフリーライフル3ポジション

シングルス

ダブルス

Aspire Hall 3

50mフリーライフル3ポジション

カラム3クッションシングルス

男子 カラム3クッションシングルス

Lusail Shooting Range

Lusail Shooting Range

男子

Al-Sadd Multi-Purpose Hall

Qatar Bowling Centre

カラム3クッションシングルス

準々決勝

ダブルス

1回戦

1/8決勝
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