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月　日 曜日 終了時間 競技 プログラム 種　目 選手名 会場

12月14日 (木) 村上 和基
宮本 幸太郎
浅田 梨紗
中川 真依

18:30 水泳／水球 決勝 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

15:00 ホッケー 3位決定戦 男子 日本×ＰＡＫ

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 バレーボール 5-6位決定戦 男子 日本×
齋藤 信治、千葉 進也、山本 隆弘、荻野 正二
尾上 健司、山村 宏太、阿部 裕太、津曲 勝利
石島 雄介、越川 優、朝長 孝介、直弘 龍治

Al-Rayyan Indoor Hall

16:15 5-6位決定戦 男子 日本×ＫＯＲ

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

19:00 3位決定戦 女子 日本×ＫＯＲ
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

予選
準々決勝
敗者復活戦
準決勝
予選
準々決勝
敗者復活戦
準決勝
予選
準々決勝
敗者復活戦
準決勝
3位決定戦A
3位決定戦B
決勝
3位決定戦A
3位決定戦B
決勝
3位決定戦A
3位決定戦B
決勝

Hamad Aquatic Centre

小島 豪臣

松本 真也

レスリング Aspire Hall 4

田岡 秀規

小島 豪臣

松本 真也

田岡 秀規

男子

決勝

決勝
水泳／飛込18:00

10m高飛込み

男子 フリースタイル55kg級

男子

フリースタイル66kg級

女子 10m高飛込み

男子

フリースタイル66kg級

フリースタイル84kg級

男子 フリースタイル84kg級

男子

男子

フリースタイル55kg級

18:00

Basketball Indoor Hallバスケットボール

9:00
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月　日 曜日 終了時間 競技 プログラム 種　目 選手名 会場

12月14日 (木) 稲垣 裕之
海老根 恵太
和田見 里美
村中 恵美子
稲垣 裕之
海老根 恵太

14:00 決勝 男子 50kmマディソン 盛 一大、西谷 泰治
稲垣 裕之
海老根 恵太
稲垣 裕之
海老根 恵太

10:25 決勝トーナメント1/8
11:50 準決勝
18:00 決勝

14:00 ソフトボール 決勝 女子 日本×ＣＨＮ 又は ＴＰＥ

上野 由岐子、遠藤 有子、増淵 まり子
後藤 真理子、乾 絵美、鈴木 由香、伊藤 幸子
西山 麗、上西 晶、廣瀬 芽、内藤 恵美
三科 真澄、狩野 亜由美、馬渕 智子、山田 恵里

Al-Rayyan Baseball &
 Softball Venue

14:00 男子 カヤックシングル 500m 佐伯 将士
14:10 男子 カヌーシングル 500m 藤井 功輔
14:40 女子 カヤックシングル 500m 鈴木 祐美子
14:50 男子 カヤックペア 500m 尾野藤 直樹、松下 桃太郎
15:20 男子 カヌーペア 500m 安保 泰斗、丸山 孝二
16:30 女子 カヤックペア 500m 北本 忍、竹屋 美紀子
9:00 三種混合(南刀) 女子 南拳 小島 恵梨香
10:00 三種混合(南棍) 男子 南拳
11:30 三種混合(剣術) 女子 長拳

下村 有輝
市来崎 大祐

15:00 チェス 第9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

カヌー/カヤック 決勝

Aspire Hall 3

West Bay Lagoon

三種混合(棍術) 男子 長拳

武術太極拳

12:30

Aspire Hall 1自転車/トラック

第1ラウンド 男子 ケイリン

決勝 女子 25kmポイントレース

男子

第2ラウンド 男子 ケイリン

ケイリン敗者復活戦

Al-Arabi Indoor Hall菅原 智恵子、巻下 陽子、川西 真紀女子 フルーレ団体

15:28

フェンシング

決勝（1-6位決定戦） 男子 ケイリン

15:00

13:47

12:45

12:30
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