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競技名 性別 種目／プログラム エントリー数 選手名 成績 備考

男子 フリースタイル 70kg級 17 花田吉弘 5位

女子 フリースタイル 50kg級 6 青野ひかる 1位

男子 フリースタイル　80kg超級 16 岡　倫之 6位

女子 フリースタイル　60kg超級 6 齊藤未来 2位

66kg級 13 洞口幸太 9位

73kg級 9 延足　武 3位

81kg級 9 草野太智 5位

68kg級 14 橋本大喜 5位

82kg級 13 照井新矢 5位

100kg級 12 西村　刀 9位

混合 団体 15 橋本大喜・照井新矢・西村　刀 5位

男子 12 尾川 潤 4位

女子 11 小島真理子 3位

第4回アジアビーチゲームズ（２０１４／プーケット）

日本代表選手成績一覧

ビーチサッカー 13

照喜名辰吾・杉田哲司・尾田博文・
當間正人・後藤崇介・茂怜羅オズ・
瀧口貴史・松尾那緒弥・赤熊卓弥・
大場崇晃

準々決勝 vs 中国 ○(7-3)2位

vs マレーシア ○(5-2)

vs UAE ×(0-0)　PK戦0-2

準決勝 vs ベトナム　○(7-2)

決勝 vs イラン　×(3-4)

ビーチバレーボール

男子

予選リーグ

43

上場雄也・長谷川徳海

vs フィリピン　○(2-1)

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ2回戦 vs 中国 ×(1-2)　決勝トーナメント敗退

予選リーグ

西村晃一・土屋宝士 9位

vs カザフスタン ×(0-2)

9位

vs バーレーン ○(2-0)

vs アフガニスタン ○(不戦勝)

vs イラン ○(2-1)

vs タイ　×(1-2)

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ1回戦 vs カタール　○(2-0)

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ2回戦 vs カタール ×(1-2)　決勝トーナメント敗退

vs 東ティモール　○(2-0)

vs ベトナム ○(2-0)

vs 中国 ×(0-2)

vs 中国 ○(2-0)

vs タジキスタン ○(2-0)

vs タイ　×(0-2)

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ1回戦 vs カザフスタン ×(0-2)　決勝トーナメント敗退

女子

予選リーグ

19

幅口絵里香・村上めぐみ 9位

予選リーグ
浦田景子・永田 唯 9位

vs タイ ×(0-2)

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ1回戦 vs インドネシア ×(0-2)　決勝トーナメント敗退

vs 香港 ○(2-0)

vs マレーシア　×(1-2)

vs スリランカ ○(2-0)

ビーチレスリング

クラッシュ 男子

vs カタール ×(0-2)

vs タイ　○(2-1)

中野陽平・小田純也・中村広生・
高良優樹・小川豪嗣・曾田隆介・
具志堅陽向・小林 寛・奥野晃宇

11
vs 香港 ○(2-0)

6位

vs オマーン ×(0-2)

vs クウェート　×(0-2)

vs ベトナム ×(0-2)
男子

予選リーグ

順位決定戦

ビーチハンドボール

5-6位決定戦

サンボ
男子

順位決定戦

女子

予選リーグ

10
vs タイ ×(0-2)

vs 香港　○(2-1)

5-6位決定戦

vs 香港 ×(0-2)

vs インド ○(2-0)

5位

vs ヨルダン　○(2-1)

中谷香織・山本沙貴・斉木梨恵・
高橋麻衣・沓掛絵里奈・谷川祥子・
五味智香子・桐生奈都美・安田絢恵 vs 中国 ×(0-2)

予選リーグ

RS:ONE

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ1回戦

セーリング



競技名 性別 種目／プログラム エントリー数 選手名 成績 備考

深浦裕哉 2位 54:25

末岡 瞭 1位 54:20

加藤友里恵 1位 1:02:58

松本文佳 3位 1:04:40

混合 デュアスロン・チームリレー 8 深浦裕哉・末岡 瞭・加藤友里恵・松本文佳 1位 1:33:29

細田雄一 9位 55:48

田山寛豪 4位 54:37

上田藍 1位 1:00:30

佐藤優香 2位 1:00:56

混合 トライアスロン・チームリレー 11 細田雄一・田山寛豪・上田藍・佐藤優香 1位 1:32:24

vs クウェート ○(41-36)

vs フィリピン ○(61-6)

vs インド ○(55-12)

vs 中国 ○(55-26)

vs タイ ×(36-39)

準決勝 vs クウェート ×(34-40)

男子 9 坂 幸宣 5位

女子 8 氏原理恵子 5位

トライアスロン

男子 26

男子 39

女子

女子

3位

70kg・168cm級 8 片岡俊和 7位

18

3位

65kg・165cm級 5 原 哲矢 4位ボディビル 男子

60kg・162cm級 7

21位

アキュラシー・チーム 8 岡 芳樹・川村 眞・古田岳史・小松理樹 3位

岡 芳樹 10位

川村 眞 6位

古田岳史 23位エアスポーツ・パラグライディング 男子
アキュラシー・個人 33

11位 敗者復活敗退

混合 ケーブルウエイクボード・チーム 8 井上啓子・松浦ルミ・浅井 愛

水上スキー

女子
ケーブルウエイクボード 13 井上啓子 4位 57.67

7位 971.00

男子

スラローム

16
11位 4.50　予選敗退

住田敏之 6位 19.50

女子 13
小森寛子 9位

6位 2770

住田敏之 5位 3050

4.00　予選敗退

廣澤沙綾 4位 17.00

男子

トリック

12
湯川慎太郎

女子 12
廣澤沙綾 3位 3420

小森寛子 4位 3410

女子 13 松浦ルミ 6位 40.00

男子
ウエイクボード

17 安井寿紀 1位 83.34

5125.95

混合 ウエイクボード・チーム 8 安井寿紀・松浦ルミ 4位 90.00

混合 スキー・チーム 9
湯川慎太郎・長美昭平・濱田雅章・
廣澤沙綾・神谷晴江・井上かづみ

2位

5位

8 堅田 博・野田佳宏・渡部隆之 5位
ペタンク

シングル

男子
トリプル　

デュアスロン・個人

トライアスロン・個人

女子 7 今泉君子・木下あけみ・井上まち子

ケーブルウエイクボード 13 松浦ルミ

小松理樹

26

湯川慎太郎

ビーチフラッグフットボール 男子
予選リーグ

6
岩井　歩・進導佳大・種井健太・西岡幸哉・
堀田　悠・千葉広太郎・吉松直樹・鈴木啓太・
清水恭兵・成田圭佑

溝口隆広


