
競 技 ｴﾝﾄﾘｰ数 選手名 成績 記 録 備 考

陸上競技 男子 100m 24 梨本 真輝 1位 10.82 予選2組1位 金メダル

400m 17 大石 真功 1位 48.92 予選3組1位 金メダル

4×200mリレー 15
梨本 真輝、大石 真功
大谷 俊貴、火狭 翔

- - 失格

棒高跳 6 火狭 翔 1位 4m81cm 金メダル

円盤投 6 秋場 堅太 2位 51m84cm 銀メダル

女子 100m 22 木村 茜 2位 12.36 予選1組1位 銀メダル

400m 15 伊達 愛美 6位 59.22 予選2組2位 入賞

1500m 12 黒岩 みさき 4位 4:43.29 入賞

100mハードル 11 上田 繭 1位 14.18 予選1組1位 金メダル

4×200mリレー 8
木村 茜、伊達愛美
黒岩みさき、上田繭

2位 1:44.36 銀メダル

棒高跳 4 小田嶋 怜美 2位 3m55cm 銀メダル

バレーボール/ 男子 対 ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ ×(0-2) 1敗

ビーチバレー 対 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ×(0-2) 2敗

対 ｽﾘﾗﾝｶ ×(0-2) 3敗/決勝トーナメント進出

対 ｲｴﾒﾝ ×(0-2) 決勝トーナメント1回戦敗退

女子 対 ﾀｲ ○(2-1) 1勝

対 ｲﾝﾄﾞ ○(2-0) 2勝/決勝トーナメント進出

対 ﾀｲ ×(0-2) 入賞/準々決勝敗退

バスケットボール 男子 対 ﾖﾙﾀﾞﾝ ○(33-8) 1勝

（3on3） 対 ｲﾗﾝ ×(14-33) 1勝1敗

対 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ×(26-34) 1勝2敗

対 ﾓﾝｺﾞﾙ ○(33-10) 2勝2敗 予選敗退

女子 対 ｸｳｪｰﾄ ○(33-0) 1勝

対 ﾈﾊﾟｰﾙ ○(34-0) 2勝

対 韓国 ○(33-19) 3勝/決勝トーナメント進出

対 ｽﾘﾗﾝｶ ○(33-2) 準決勝進出

対 ﾀｲ ○(33-13) 決勝進出

対 中国 ○(33-32) 金メダル

セーリング 男子 ウィンドサーフィン 7 倉持 大也 7位 59P

ディンギー 12 北村 勇一郎 7位 65P

女子 ウィンドサーフィン 5 ジョーンズ 直美 5位 49P 入賞

ディンギー 9 永松 瀬羅 5位 53P 入賞

団体 13
倉持 大也、北村 勇一郎
ジョーンズ 直美、永松 瀬羅

6位 13P 入賞

卓球 男子 シングルス 丹羽 孝希 3位 準決勝敗退 銅メダル

町 飛鳥 17位 ラウンド32敗退

女子 シングルス 谷岡 あゆか 3位 準決勝敗退 銅メダル

鈴木 李茄 17位 ラウンド32敗退

男女 ミックスダブルス 町 飛鳥、鈴木 李茄 3位 準決勝敗退 銅メダル

丹羽 孝希、谷岡 あゆか 9位 ラウンド16敗退

団体 20
丹羽 孝希、町 飛鳥
谷岡 あゆか、鈴木 李茄

5位 準々決勝敗退 入賞

ボウリング 男子 個人 越後 拓真 6位 1314P 入賞

濱中 聡志 7位 1295P

髙田 浩規 17位 1220P

山本 優介 26位 1187P

ダブルス 越後 拓真、濱中 聡志 2位 2679P 銀メダル

髙田 浩規、山本 優介 4位 2535P 入賞

団体 16
越後 拓真、髙田 浩規
濱中 聡志、山本 優介

7位 4731P

マスターズ 濱中 聡志 6位 3419P 入賞

越後 拓真 9位 3355P

女子 個人 向谷 美咲 2位 1314P 銀メダル

齋藤 忍 16位 1164P

大嶋 有香 17位 1145P

濱元 美貴恵 23位 1067P

ダブルス 大嶋 有香、向谷 美咲 5位 2448P 入賞

齋藤 忍、濱元 美貴恵 11位 2211P

団体 9
齋藤 忍、大嶋 有香
向谷 美咲、濱元 美貴恵

3位 4715P 銅メダル

マスターズ 齋藤 忍 4位 3396P 入賞

向谷 美咲 8位 3265P
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5位鈴木 千代、山本 成美

小泉 祐介、西垣 俊秀
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9位

近平 奈緒子、長岡 萌映子
池谷 悠希、藤岡麻奈美

1位
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田渡 凌、上原 大輝
橋本 晃佑、荒谷 優斗

9位


