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競技名 ｴﾝﾄﾘｰ数 選　手　名 成績 備  考

陸上競技 男子 100m 11 木村 慎太郎 2 10.39/決勝 10.65/予選

陸上競技 男子 100m 11 荒尾 将吾 6 10.61/決勝 10.72/予選

陸上競技 男子 200m 10 藤光 謙司 1 20.91/決勝 21.20/予選

陸上競技 男子 200m 10 川面 聡大 3 21.43/決勝 21.36/予選

陸上競技 男子 400m 10 石塚 祐輔 3 47.12/決勝 48.32/予選

陸上競技 男子 400m 10 堀籠 佳宏 4 47.24/決勝 47.67/予選

陸上競技 男子 800m 6 粟津 良介 1 1:50.66

陸上競技 男子 1,500m 6 村上 康則 1 3:46.24大会新

陸上競技 男子 1,500m 6 上野 裕一郎 3 3:55.11

陸上競技 男子 5,000m 6 松岡 佑起 2 13:58.00

陸上競技 男子 5,000m 6 上野 裕一郎 3 14:18.90

陸上競技 男子 10,000m 5 竹澤 健介 1 30:18.91

陸上競技 男子 110mハードル 10 首藤 貴之 4 14.07/決勝 14.23/予選

陸上競技 男子 110mハードル 10 モーゼス 夢 5 14.12/決勝 14.12/予選

陸上競技 男子 400mハードル 6 河北 尚広 1 50.61

陸上競技 男子 400mハードル 6 今関 雄太 3 51.20

陸上競技 男子 3,000m障害 5 松浦 貴之 2 9:03.89

陸上競技 男子 20Km競歩 6 森岡 紘一朗 2 1:26.47

陸上競技 男子 20Km競歩 6 山﨑 勇喜 - 棄権

陸上競技 男子 4×100mリレー 5 九鬼 巧､木村 慎太郎､藤光 謙司､荒尾 将吾 2 39.40

陸上競技 男子 4×400mリレー 5 今関 雄太､石塚 祐輔､河北 尚広､堀籠 佳宏 1 3:07.08

陸上競技 男子 ハーフマラソン 10 大西 智也 1 1:06.05

陸上競技 男子 走高跳 7 土屋 光 1 2m18

陸上競技 男子 走高跳 7 戸邉 直人 4 2m14

陸上競技 男子 走幅跳 8 品田 直宏 2 7m73

陸上競技 男子 走幅跳 8 猿山 力也 3 7m71

陸上競技 男子 三段跳 6 梶川 洋平 1 16m15

陸上競技 男子 棒高跳 5 荻田 大樹 1 5m30

陸上競技 男子 棒高跳 5 笹瀬 弘樹 2 5m30

陸上競技 男子 砲丸投 8 村川 洋平 3 17m58

陸上競技 男子 円盤投 4 小林 志郎 1 55m98

陸上競技 男子 やり投 5 種本 祐太朗 4 70m11

陸上競技 男子 ハンマー投 7 土井 宏昭 1 71m25

陸上競技 男子 ハンマー投 7 野口 裕史 3 67m40

陸上競技 男子 十種競技 4 池田 大介 2 7596P

陸上競技 女子 100m 9 渡辺 真弓 2 11.83/決勝 11.84/予選

陸上競技 女子 100m 9 和田 麻希 3 12.06/決勝 11.98/予選

陸上競技 女子 200m 7 長倉 由佳 3 24.88

陸上競技 女子 200m 7 松田 薫 4 24.91

陸上競技 女子 400m 8 新宮 美歩 3 55.37

陸上競技 女子 400m 8 堀江 真由 4 55.68
陸上競技 女子 800m 5 岸川 朱里 2 2:07.21

陸上競技 女子 800m 5 真下 まなみ 3 2:07.42

陸上競技 女子 5,000m 3 小林 祐梨子 1 16:46.86

陸上競技 女子 10,000m 4 杉原 加代 1 33:55.43

陸上競技 女子 100mハードル 5 石野 真美 2 13.42

陸上競技 女子 400mハードル 4 田子 雅 1 59.23

陸上競技 女子 400mハードル 4 津留 加奈 2 59.70

陸上競技 女子 3,000m障害 3 早狩 実紀 2 10:07.01

陸上競技 女子 20Km競歩 4 大利 久美 2 1:35:40

陸上競技 女子 4×100mリレー 4 世古 和､渡辺 真弓､松田 薫､和田 麻希 2 44.89

陸上競技 女子 4×400mリレー 5 新宮 美歩､津留 加奈､長倉 由佳､堀江 真由 2 3:42.18

陸上競技 女子 ハーフマラソン 10 加納 由理 2 1:12.03

陸上競技 女子 ハーフマラソン 10 宮内 洋子 3 1:12.36

陸上競技 女子 走高跳 4 三村 有希 2 1m79

陸上競技 女子 走幅跳 7 岡山 沙英子 2 6m28

陸上競技 女子 走幅跳 7 佐藤 芳美 4 5m98

陸上競技 女子 三段跳 4 竹田 小百合 2 12m80

陸上競技 女子 棒高跳 4 我孫子 智美 3 3m90

陸上競技 女子 砲丸投 5 白井 裕紀子 4 14m51

陸上競技 女子 円盤投 7 糸滿 みや 4 47m47

陸上競技 女子 やり投 5 吉田 恵美可 3 54m27

陸上競技 女子 ハンマー投 4 綾 真澄 2 59m56

陸上競技 女子 七種競技 2 中田 有紀 1 5717P

水泳／競泳 男子 50m自由形 11 山元 啓照 4 0:22.83/決勝 0:22.99/予選

水泳／競泳 男子 50m自由形 11 伊藤 真 5 0:22.87/決勝 0:23.14/予選

水泳／競泳 男子 100m自由形 10 藤井 拓郎 1 00:48.76/決勝 0:51.54/予選

水泳／競泳 男子 100m自由形 10 奥村 幸大 2 00:49.16/決勝 0:50.18/予選

水泳／競泳 男子 200m自由形 10 奥村 幸大 1 01:46.37大会新/決勝 01:51.93/予選

水泳／競泳 男子 200m自由形 10 内田 翔 2 01:46.87/決勝 01:50.79/予選

水泳／競泳 男子 400m自由形 10 内田 翔 2 3:51.36/決勝 3:59.46/予選

水泳／競泳 男子 400m自由形 10 宮本 陽輔 6 3:56.46/決勝 4:00.24/予選

水泳／競泳 男子 800m自由形 6 宮本 陽輔 1 07:59.85大会新

水泳／競泳 男子 1,500m自由形 5 宮本 陽輔 2 15:15.55

水泳／競泳 男子 50m背泳ぎ 9 入江 陵介 1 0:25.07大会新/決勝 0:25.29/予選

水泳／競泳 男子 100m背泳ぎ 8 入江 陵介 1 00:52.76大会新

水泳／競泳 男子 200m背泳ぎ 7 入江 陵介 1 01:53.73大会新

水泳／競泳 男子 50m平泳ぎ 13 立石 諒 1 0:27.84/決勝 0:28.17/予選

水泳／競泳 男子 50m平泳ぎ 13 本多 勇樹 2 0:28.04/決勝 0:27.90/予選

水泳／競泳 男子 100m平泳ぎ 13 立石 諒 1 01:00.06大会新/決勝 01:01.02/予選

水泳／競泳 男子 100m平泳ぎ 13 大﨑 拓朗 4 01:02.04/決勝 01:01.99/予選

水泳／競泳 男子 200m平泳ぎ 11 立石 諒 1 2:09.59大会新/決勝 2:11.94/予選

水泳／競泳 男子 200m平泳ぎ 11 島田 良祐 2 2:11.81/決勝 2:15.53/予選

水泳／競泳 男子 50mバタフライ 11 河本 耕平 1 00:23.60大会新/決勝 00:23.97/予選

水泳／競泳 男子 50mバタフライ 11 大野 孝之 4 00:24.07/決勝 00:24.04/予選

水泳／競泳 男子 100mバタフライ 10 藤井 拓郎 1 0:51.51大会新/決勝 0:56.15/予選

水泳／競泳 男子 100mバタフライ 10 河本 耕平 2 0:51.54/決勝 0:53.70/予選

水泳／競泳 男子 200mバタフライ 7 坂田 龍亮 1 1:55.23大会新

水泳／競泳 男子 200mバタフライ 7 瀬田 寛人 6 1:58.45

水泳／競泳 男子 200m個人メドレー 7 森 洋介 1 01:58.82大会新

水泳／競泳 男子 200m個人メドレー 7 小坂 悠真 2 01:59.74

水泳／競泳 男子 400m個人メドレー 7 堀畑 裕也 1 4:14.89大会新/決勝

水泳／競泳 男子 400m個人メドレー 7 森 洋介 3 4:15.54

水泳／競泳 男子 4×100mメドレーリレー 6 入江 陵介､立石 諒､河本 耕平､藤井 拓郎 1 3:31.71大会新

水泳／競泳 男子 4×100mリレー 6 藤井 拓郎､奥村 幸大､山元 啓照､内田 翔 1 3:14.73日本新(第1泳者/藤井48.49日本新)

水泳／競泳 男子 4×200mリレー 5 内田 翔､葛原 俊輔､山元 啓照､奥村 幸大 1 07:10.16大会新
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水泳／競泳 女子 50m自由形 12 湯本 杏 4 0:25.71/決勝 0:26.13/予選

水泳／競泳 女子 50m自由形 12 山口 美咲 5 0:25.75/決勝 0:26.53/予選

水泳／競泳 女子 100m自由形 13 山口 美咲 4 00:55.27/決勝 00:55.65/予選

水泳／競泳 女子 100m自由形 13 長谷川 菜月 6 00:56.02/決勝 00:56.66/予選

水泳／競泳 女子 200m自由形 11 山口 美咲 2 2:00.70/決勝 2:02.56/予選

水泳／競泳 女子 200m自由形 11 星 茜 - 2:04.50/予選敗退

水泳／競泳 女子 400m自由形 9 若浪 和希 2 4:13.62/決勝 4:16.03/予選

水泳／競泳 女子 400m自由形 9 岩下 なつみ 6 4:16.82/決勝 4:19.64/予選

水泳／競泳 女子 800m自由形 8 若浪 和希 2 8:42.26

水泳／競泳 女子 800m自由形 8 岩下 なつみ 3 8:47.23

水泳／競泳 女子 1,500m自由形 3 岩下 なつみ 1 16:36.84

水泳／競泳 女子 50m背泳ぎ 9 竹村 幸 3 00:28.48/決勝 00:28.73/予選

水泳／競泳 女子 100m背泳ぎ 10 竹村 幸 3 1:00.86/決勝 1:02.98/予選

水泳／競泳 女子 100m背泳ぎ 10 福田 智代 4 1:01.03/決勝 1:01.90/予選

水泳／競泳 女子 200m背泳ぎ 9 福田 智代 1 02:09.30大会新/決勝 02:13.70/予選

水泳／競泳 女子 200m背泳ぎ 9 竹村 幸 3 02:12.15/決勝 02:13.58/予選

水泳／競泳 女子 50m平泳ぎ 11 鈴木 聡美 3 00:31.63/決勝 00.32.19/予選

水泳／競泳 女子 50m平泳ぎ 11 野瀬 瞳 6 00:32.21/決勝 00:32.76/予選

水泳／競泳 女子 100m平泳ぎ 11 鈴木 聡美 3 1:07.98/決勝 1:10.03/予選

水泳／競泳 女子 100m平泳ぎ 11 野瀬 瞳 6 1:09.60/決勝 1:10.86/予選

水泳／競泳 女子 200m平泳ぎ 11 種田 恵 4 2:25.30/決勝 2:26.89/予選

水泳／競泳 女子 200m平泳ぎ 11 福留 尚子 6 2:31.21/決勝 2:34.34/予選

水泳／競泳 女子 50mバタフライ 9 吾郷 みさき 2 00:26.64/決勝 00:27.20/予選

水泳／競泳 女子 100mバタフライ 11 中西 悠子 5 0:59.67/決勝 1:00.31/予選

水泳／競泳 女子 100mバタフライ 11 吾郷 みさき 8 1:00.16/決勝 1:00.26/予選

水泳／競泳 女子 200mバタフライ 7 中西 悠子 3 02:09.32

水泳／競泳 女子 200m個人メドレー 9 福田 智代 2 02:12.15/決勝 02:14.68/予選

水泳／競泳 女子 200m個人メドレー 9 高橋 美帆 7 02:17.37/決勝 02:17.89/予選

水泳／競泳 女子 400m個人メドレー 9 高橋 美帆 5 4:50.54/決勝 4:54.29/予選

水泳／競泳 女子 4×100mメドレーリレー 6 竹村 幸､鈴木 聡美､中西 悠子､山口 美咲 2 4:02.60

水泳／競泳 女子 4×100mリレー 6 長谷川 菜月､湯本 杏､星 茜､山口 美咲 3 3:42.55

水泳／競泳 女子 4×200mリレー 6 山口 美咲､星 茜､若浪 和希､岩下 なつみ 4 08:07.75

水泳／飛込 男子 1m飛板飛込み 7 上野 太助 5 344.90P

水泳／飛込み 男子 1m飛板飛込み 7 岡本 優 7 327.10P

水泳／飛込み 男子 3m飛板飛込み 7 岡本 優 4 423.85P

水泳／飛込み 男子 3m飛板飛込み 7 坂井 丞 5 419.90P

水泳／飛込み 男子 10m高飛込み 9 坂井 丞 3 444.05P

水泳／飛込み 男子 10m高飛込み 9 村上 和基 6 419.70P

水泳／飛込み 男子 3mシンクロナイズドダイビング 4 坂井 丞､村上 和基 4 356.64P

水泳／飛込み 男子 10mシンクロナイズドダイビング 5 坂井 丞､村上 和基 4 401.82P

水泳／飛込み 女子 1m飛板飛込み 11 渋沢 小哉芳 3 249.05P

水泳／飛込み 女子 1m飛板飛込み 11 馬淵 優佳 6 215.95P

水泳／飛込み 女子 3m飛板飛込み 11 馬淵 優佳 3 280.55P

水泳／飛込み 女子 3m飛板飛込み 11 渋沢 小哉芳 5 258.60P

水泳／飛込み 女子 10m高飛込み 9 中川 真依 4 335.15P

水泳／飛込み 女子 10m高飛込み 9 浅田 梨紗 8 287.10P

水泳／飛込み 女子 3mシンクロナイズドダイビング 5 浅田 梨紗､馬淵 優佳 3 282.75P

水泳／飛込み 女子 10mシンクロナイズドダイビング 4 浅田 梨紗､中川 真依 3 309.96P

サッカー 男子 予選ラウンド 対PRK 6 2 ○(2-1)1勝

サッカー 男子 予選ラウンド 対MAC 6 ○(5-0)2勝 準決勝進出

サッカー 男子 準決勝 　　　対KOR 6 ○(2-1)決勝進出

サッカー 男子 決勝戦 　　　対HKG 6 ×(1-1)PK(3-5)

テニス 男子 シングルス 14 杉田 祐一 1 ○(2-0)

テニス 男子 シングルス 14 伊藤 竜馬 2 ×(0-2)

テニス 男子 ダブルス 13 伊藤 竜馬､近藤 大生 3 ×(1-2)準決勝敗退

テニス 男子 ダブルス 13 杉田 祐一､守屋 宏紀 ×(0-2)準々決勝敗退

テニス 女子 シングルス 10 土居 美咲 3 ×(0-2)準決勝敗退

テニス 女子 シングルス 10 瀬間 友里加 ×(1-2)準々決勝敗退

テニス 女子 ダブルス 9 瀬間 友里加､不田 涼子 - ×(1-2)準々決勝敗退

テニス ﾐｯｸｽ ダブルス 10 近藤 大生､不田 涼子 - ×(0-2)準々決勝敗退

テニス ﾐｯｸｽ ダブルス 10 守屋 宏紀､土居 美咲 - ×(0-2)準々決勝敗退

ボート 男子 軽量級シングルスカル 5 武田 大作 1 3:17.63

ボート 男子 軽量級ダブルスカル 4 久保 武大､今井 裕介 3 6:17.69

ボート 男子 軽量級フォア 3 大元 英照､須田 貴浩､片岡 勇､佐藤 芳則 1 5:48.28

ボート 女子 軽量級シングルスカル 5 岩本 亜希子 3 3:46.21

ボート 女子 軽量級ダブルスカル 5 晦日 尚子､坂東 慧子 2 7:21.78

ホッケー 男子 予選ラウンド　対HKG 5 2 ○(6-0)1勝

ホッケー 男子 　　　　　　　　　対KOR 5 △(1-1)1勝1分

ホッケー 男子 　　　　　　　　　対MAC 5 ○(20-0)2勝1分

ホッケー 男子 　　　　　　　　　対CHN 5 ○(4-1)3勝1分 予選ﾗｳﾝﾄﾞ1位､決勝進出

ホッケー 男子 決勝戦　　　　 対KOR 5 ×(2-3)

ホッケー 女子 予選ラウンド　対HKG 5 3 ○(8-0)1勝

ホッケー 女子 　　　　　　　　　対TPE 5 ○(8-0)2勝

ホッケー 女子 　　　　　　　　　対CHN 5 ×(0-1)2勝1敗

ホッケー 女子 　　　　　　　　　対KOR 5 ×(2-4)2勝2敗 予選ﾗｳﾝﾄﾞ3位､3位決定戦へ

ホッケー 女子 3位決定戦　　対HKG 5 ○(14-0)

バレーボール 男子 予選ラウンド　対MAC 6 2 ○(3-0)1勝

バレーボール 男子 　　　　　　　　　対KOR 6 ○(3-2)2勝 Bｸﾞﾙｰﾌﾟ1位 準決勝進出

バレーボール 男子 準決勝　　　　 対HKG 6 ○(3-0)決勝進出

バレーボール 男子 決勝戦　　　　 対CHN 6 ×(2-3)

バレーボール 女子 予選ラウンド　対TPE 6 2 ○ (3 - 0)1勝

バレーボール 女子 　　　　　　　　　対CHN 6 ×(0-3)1勝1敗 Bｸﾞﾙｰﾌﾟ2位 準決勝進出

バレーボール 女子 準決勝　　　　 対KOR 6 ○(3-1)決勝進出

バレーボール 女子 決勝戦　　　　 対CHN 6 ×(0-3)

バスケットボール 男子 予選ラウンド　対KOR 8 3 ○ (74 - 66)1勝

バスケットボール 男子 　　　　　　　　　対GUM 8 ○(104-54)2勝

バスケットボール 男子 　　　　　　　　　対HKG 8 ○(92-69)3勝 ｸﾞﾙｰﾌﾟ1位､準決勝進出

バスケットボール 男子 準決勝　　　　 対TPE 8 ×(67-69)3位決定戦へ

バスケットボール 男子 3位決定戦　　対CHN 8 ○(79-71)

バスケットボール 女子 予選ラウンド　対KOR 5 3 ○ (91-60)1勝

バスケットボール 女子 　　　　　　　　　対CHN 5 ○ (59 - 54)2勝

バスケットボール 女子 　　　　　　　　　対TPE 5 ×(63-76)2勝1敗

バスケットボール 女子 　　　　　　　　　対HKG 5 ○(125-41)3勝1敗 予選ﾗｳﾝﾄﾞ1位､準決勝進出

バスケットボール 女子 準決勝　　　 　対CHN 5 ×(77-79)3位決定戦へ

バスケットボール 女子 3位決定戦　　対KOR 5 ○(86-77)

セーリング 男子 RS:X級 8 富澤 慎 1 18P

セーリング 男子 RS:X 8 谷 賢二郎 8 66P

セーリング 女子 RS:X級 6 須長 由季 3 23P

セーリング 女子 RS:X 6 大西 富士子 4 37P

石崎 巧､正中 岳城､西村 文男､濵田 卓実

岡田 優介､菊地 祥平､酒井 泰滋､廣瀬 健太

竹内 公輔､竹内 譲次､富田 卓弥､荒尾 岳

櫻田 佳恵､内海 亮子､石川 麻衣､諏訪 裕美

浦島 慧子､藤吉 佐緒里､吉田 亜沙美､山田 茉美

高橋 礼華､中畑 恵里､髙田 真希､間宮 佑圭

古里 竜二､坪内 一浩､前田 圭治､髙瀬 克也

長澤 克好､粥川 幸司､川上 啓､小野 知則

田中 健太､三澤 孝康､坂本 博紀､穴井 善博

吉川 謙､北里 謙治､市川 勝己

奥田 恭子､泉岡 未来､田原 知奈､峯村 沙紀

滝口 奈美､川原 愛璃､卜部 里菜､田代 佳奈美

石井 優希､堀口 夏実､野本 梨佳､井上 奈々朱

伊東 克明､福田 誉､若山 智昭､上場 雄也

阿部 篤史､金丸 晃大､大竹 貴久､名田 篤史

横田 一義､出耒田 敬､前田 一誠､伏見 大和

駒澤 李佳､小沢 みさき､林 なぎさ､岡村 育子

加藤 明美､植田 彩､三浦 恵子､村上 藍

佐藤 雅子､中島 史恵､永山 加奈､中川 未由希

眞鍋 敬子､新井 麻月､山田 明季､岩尾 幸美

大谷 幸輝､増田 卓也､松本 拓也､當間 建文､鎌田 翔雅

鈴木 大輔､山村 和也､菅沼 駿哉､村松 大輔､比嘉 祐介

河井 陽介､山本 康裕､青木 拓矢､宮澤 裕樹､内田 健太

遠藤 敬佑､押谷 祐樹､河野 広貴､柿谷 曜一朗､登里 享平

永井 謙佑､大迫 勇也､大塚 翔平

種　　目
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競技名 ｴﾝﾄﾘｰ数 選　手　名 成績 備  考

ウエイトリフティング 男子 69Kg級 4 朝田 智弘 4 275kg

ウエイトリフティング 男子 85Kg級 4 吉岡 祐司 3 320kg

ウエイトリフティング 男子 94Kg級 3 平岡 勇輝 3 330kg

ウエイトリフティング 男子 105Kg級 4 福嶺 佑耶 4 325.0kg

ウエイトリフティング 男子 105Kg超級 4 太田 和臣 2 382.0kg

ウエイトリフティング 女子 48Kg級 4 水落 穂南 4 168kg

ウエイトリフティング 女子 53Kg級 5 三宅 宏実 5 192kg

ウエイトリフティング 女子 58Kg級 8 松本 萌波 6 188kg

ウエイトリフティング 女子 75Kg超級 4 嶋本 麻美 3 253.0kg

ウエイトリフティング 女子 75Kg超級 4 城内 史子 4 233.0kg

自転車 男子 ロードレース 33 井上 和郎 4 3:49.19

自転車／ロード 男子 ロードレース 33 飯島 誠 14 3:52.31

自転車／ロード 男子 ロードレース 33 盛 一大 - 途中棄権

自転車／ロード 男子 ロードレース 33 吉田 隼人 - 途中棄権

自転車／ロード 男子 チームタイムトライアル 6 飯島 誠､盛 一大､井上 和郎､吉田 隼人 1 1:38:38.84

自転車／ロード 女子 ロードレース 16 萩原 麻由子 4 2:43:41

自転車／ロード 女子 ロードレース 16 西 加奈子 10 3:02:17

自転車／BMX 男子 BMX 5 三瓶 将廣 2 30.745

自転車／BMX 女子 BMX 3 三輪 郁佳 2 36.807

自転車／インドア 男子 サイクルフィギュア 6 芦田 史朗 4 104.39

自転車／インドア 男子 サイクルフィギュア 6 芝山 耕輔 6 32.39

自転車／インドア 男子 サイクルフィギュアペア 4 芦田 史朗､堀井 和美 4 41.09

自転車／インドア 男子 サイクルサッカー　予選　対HKG 3 1 ○(9-2)1勝

自転車／インドア 男子 サイクルサッカー　　　　　対MAC 3 ○(9-1)2勝

自転車／インドア 男子 サイクルサッカー　　　　　対HKG 3 ○(7-3)3勝

自転車／インドア 男子 サイクルサッカー　　　　　対MAC 3 ○(14-0)4勝 予選1位､準決勝進出

自転車／インドア 男子 　　　　　　　　　　準決勝　対MAC 3 ○(17-0)決勝戦進出

自転車／インドア 男子 　サイクルサッカー決勝　対HKG 3 ○(4-3)

自転車／インドア 女子 サイクルフィギュア 6 堀井 和美 4 62.03

自転車／インドア 女子 サイクルフィギュア 6 佐藤 凪沙 6 40.07

卓球 男子 シングルス 14 水谷 隼 ×(1-4)準々決勝敗退

卓球 男子 シングルス 14 吉田 海偉 ×(3-4)準々決勝敗退

卓球 男子 ダブルス 13 水谷 隼､岸川 聖也 3 ×(3-4)準決勝敗退

卓球 男子 ダブルス 13 吉田 海偉､松平 賢二 ×(1-4)準々決勝敗退

卓球 男子 団体 予選プールA　対CHN 6 2 ×(0-3)1敗

卓球 男子 団体 予選プールA　対MAC 6 ○(3-0)1勝1敗ﾌﾟｰﾙA2位､準決勝進出

卓球 男子 団体 準決勝ールA　対KOR 6 ○(3-0)決勝進出

卓球 男子 団体 決勝戦　　　　 対CHN 6 ×(1-3)

卓球 女子 シングルス 12 平野 早矢香 ×(0-4)準々決勝敗退

卓球 女子 シングルス 12 福原 愛 ×(0-4)準々決勝敗退

卓球 女子 ダブルス 12 福原 愛､石川 佳純 1 ○(4-2)

卓球 女子 ダブルス 12 藤井 寛子､若宮 三紗子 2 ×(2-4)

卓球 女子 団体 予選プールA　対CHN 6 3 ×(0-3)1敗

卓球 女子 団体 予選プールA　対MAC 6 ○(3-0)1勝1敗ﾌﾟｰﾙA2位､準決勝進出

卓球 女子 団体 準決勝　　　　 対HKG 6 ×(1-3)準決勝敗退

卓球 ﾐｯｸｽ ダブルス 12 岸川 聖也､石川 佳純 3 ×(1-4)準決勝敗退

卓球 ﾐｯｸｽ ダブルス 12 松平 賢二､若宮 三紗子 ×(1-4)準々決勝敗退

柔道 男子 60kg級 8 浅野 大輔 2

柔道 男子 66kg級 5 小倉 武蔵 1

柔道 男子 73kg級 7 秋本 啓之 1

柔道 男子 81kg級 5 海老 泰博 3

柔道 男子 90kg級 5 西山 将士 1

柔道 男子 100kg級 6 高木 海帆 1

柔道 男子 100kg超級 6 高井 洋平 1

柔道 男子 無差別 6 高井 洋平 2

柔道 女子 48Kg級 6 浅見 八瑠奈 1

柔道 女子 52kg級 5 加賀谷 千保 1

柔道 女子 57kg級 7 宇髙 菜絵 1

柔道 女子 63Kg級 4 田中 美衣 1

柔道 女子 70kg級 6 上野 巴恵 5

柔道 女子 78kg級 3 池田 ひとみ 1

柔道 女子 78kg超級 4 立山 真衣 3

柔道 女子 無差別 5 立山 真衣 - 予選Bｸﾞﾙｰﾌﾟ3位敗退

バドミントン 男子 シングルス 14 田児 賢一 - ×(0-2)1回戦敗退

バドミントン 男子 シングルス 14 佐々木 翔 - ×(0-2)準々決勝敗退

バドミントン 男子 ダブルス 13 数野 健太､早川 賢一 - ×(1-2)準々決勝敗退

バドミントン 男子 ダブルス 13 平田 典靖､橋本 博且 - ×(1-2)準々決勝敗退

バドミントン 男子 団体 対MGL 6 3 ○(3-0)準決勝進出

バドミントン 男子 団体 対CHN 6 ×(0-3)

バドミントン 女子 シングルス 13 佐藤 冴香 - ×(1-2)1回戦敗退

バドミントン 女子 シングルス 13 後藤 愛 - ×(0-2)準々決勝敗退

バドミントン 女子 ダブルス 12 藤井 瑞希､垣岩 令佳 - ×(0-2)準々決勝敗退

バドミントン 女子 ダブルス 12 松尾 静香､内藤 真実 ×(1-2)準々決勝敗退

バドミントン 女子 団体 対HKG 6 - ×(1-3)

バドミントン ﾐｯｸｽ ダブルス 13 池田 信太郎､潮田 玲子 - ×(1-2)1回戦敗退

バドミントン ﾐｯｸｽ ダブルス 13 平田 典靖､松尾 静香 - ×(1-2)準々決勝敗退

射撃／ライフル射撃 男子 10mライフルトル 7 山下 敏和 3 697.5P/決勝 594P/予選

射撃(ライフル射撃) 男子 10mライフルトル 7 牧 征樹 7 689.2P/決勝 588P/予選

射撃(ライフル射撃) 男子 10mエアピストル 12 松田 知幸 3 683.2

射撃(ライフル射撃) 男子 10mエアピストル 12 中重 勝 7 668.7

射撃(ライフル射撃) 女子 10mライフルトル 10 古野本 真希 1 501.4P/決勝 397P/予選

射撃(ライフル射撃) 女子 10mライフルトル 10 岩田 聖子 9 387P 予選敗退

射撃(ライフル射撃) 女子 10mエアピストル 14 森 ゆかり 10 374P 予選敗退

射撃(ライフル射撃) 女子 10mエアピストル 14 毛利 理恵 11 372P 予選敗退

ラグビーフットボール 男子 予選ラウンド　対TPE 6 1 ○(19-5)1勝

ラグビー 男子 　　　　　　　　　対HKG 6 ○(17-7)2勝

ラグビー 男子 　　　　　　　　　対KOR 6 ○(19-12)3勝

ラグビー 男子 　　　　　　　　　対CHN 6 ×(12-14)3勝1敗

ラグビー 男子 　　　　　　　　　対GUM 6 ○(41-7)4勝1敗 予選ﾗｳﾝﾄﾞ1位 決勝戦進出

ラグビー 男子 決勝戦　　　　 対HKG 6 ○(26-24)

ラグビー 女子 予選ラウンド　対CHN 4 2 ×(0-24)1敗

ラグビー 女子 　　　　　　　　　対GUM 4 ○(50-0)1勝1敗

ラグビー 女子 　　　　　　　　　対HKG 4 ○(7-5)2勝1敗 予選ﾗｳﾝﾄﾞ2位､準決勝進出

ラグビー 女子 準決勝　　　　 対GUM 4 ○(19-5)決勝戦進出

ラグビー 女子 決勝戦　　　　 対CHN 4 ×(12-34)

後藤 愛､佐藤 冴香､廣瀬 栄理子､関谷 真由､栗原 文音

藤井 瑞希､垣岩 令佳､松尾 静香､内藤 真実､潮田 玲子

木下 直也､松田 鋼

田児 賢一､佐々木 翔､佐伯 浩一､古財 和輝､山田 和司

数野 健太､早川 賢一､平田 典靖､橋本 博且､池田 信太郎

種　　目

水谷 隼､吉田 海偉､岸川 聖也､松平 賢二

平野 早矢香､福原 愛､石川 佳純､藤井 寛子

若宮 三紗子

直塚 史子､岡田 真実､乾 あゆみ､鎌多 春香

辻本 つかさ､長谷部 直子､中村 弥生､高橋 真弓

加藤 慶子､山口 真理恵､井上 愛美

笹倉 康誉､夏井 大輔､桑水流 裕策､ファラウ 愛世

横山 伸一､藤谷 淳､和田 耕二､友井川 拓

鶴ヶ崎 好昭､末松 勇喜､山本 秀文､筑城 昌拓
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ボウリング 男子 シングルス 43 髙橋 俊彦 1 1446P

ボウリング 男子 シングルス 43 佐々木 智之 5 1419P

ボウリング 男子 シングルス 43 武本 真明 11 1365P

ボウリング 男子 シングルス 43 山下 知且 23 1226P

ボウリング 男子 シングルス 43 川添 奨太 25 1219P

ボウリング 男子 シングルス 43 藤井 信人 37 1075P

ボウリング 男子 ダブルス 22 佐々木 智之､藤井 信人 1 2596P

ボウリング 男子 ダブルス 22 山下 知且､川添 奨太 7 2501P

ボウリング 男子 ダブルス 22 髙橋 俊彦､武本 真明 15 2398P

ボウリング 男子 トリオ 14 髙橋 俊彦､佐々木 智之､武本 真明 3 4041P

ボウリング 男子 トリオ 14 山下 知且､川添 奨太､藤井 信人 4 3874P

ボウリング 男子 5人チーム 6 3 6282P

ボウリング 男子 オールイベンツ 43 佐々木 智之 3 5407P

ボウリング 男子 オールイベンツ 43 髙橋 俊彦 4 5400P

ボウリング 男子 オールイベンツ 43 武本 真明 12 5163P

ボウリング 男子 オールイベンツ 43 川添 奨太 14 5096P

ボウリング 男子 オールイベンツ 43 藤井 信人 23 4917P

ボウリング 男子 オールイベンツ 43 山下 知且 28 4812P

ボウリング 男子 マスターズ 16 佐々木 智之 3 165P/決勝 3527P

ボウリング 男子 マスターズ 16 川添 奨太 9 3241P

ボウリング 男子 マスターズ 16 武本 真明 12 3199P

ボウリング 男子 マスターズ 16 髙橋 俊彦 14 3156P

ボウリング 女子 シングルス 32 向谷 美咲 3 1367P

ボウリング 女子 シングルス 32 松田 悠 4 1362P

ボウリング 女子 シングルス 32 大石 奈緒 5 1338P

ボウリング 女子 シングルス 32 片井 文乃 8 1257P

ボウリング 女子 シングルス 32 中野 麻希 11 1236P

ボウリング 女子 シングルス 32 石嶺 可奈子 20 1159P

ボウリング 女子 ダブルス 16 片井 文乃､松田 悠 7 2383P

ボウリング 女子 ダブルス 16 中野 麻希､大石 奈緒 8 2374P

ボウリング 女子 ダブルス 16 石嶺 可奈子､向谷 美咲 9 2353P

ボウリング 女子 トリオ 11 片井 文乃､松田 悠､大石 奈緒 3 3797P

ボウリング 女子 トリオ 11 石嶺 可奈子､中野 麻希､向谷 美咲 7 3560P

ボウリング 女子 5人チーム 5 片井 文乃､松田 悠､中野 麻希､大石 奈緒､向谷 美咲 3 6057P

ボウリング 女子 オールイベンツ 32 大石 奈緒 4 5146P

ボウリング 女子 オールイベンツ 32 向谷 美咲 6 5058P

ボウリング 女子 オールイベンツ 32 松田 悠 9 4951P

ボウリング 女子 オールイベンツ 32 片井 文乃 14 4833P

ボウリング 女子 オールイベンツ 32 中野 麻希 17 4796P

ボウリング 女子 オールイベンツ 32 石嶺 可奈子 25 4516P

ボウリング 女子 マスターズ 16 向谷 美咲 4 3524P

ボウリング 女子 マスターズ 16 松田 悠 6 3346P

ボウリング 女子 マスターズ 16 大石 奈緒 8 3164P

ボウリング 女子 マスターズ 16 片井 文乃 9 3163P

武術太極拳 男子 套路//長拳 7 市来崎 大祐 2 9.75P

武術太極拳 男子 套路/太極拳＆太極剣 8 田村 良太 5 19.33P

武術太極拳 男子 套路/太極拳＆太極剣 8 関屋 賢大 7 18.95P

武術太極拳 男子 套路/南拳＆南棍 4 中田 光紀 3 19.36P

武術太極拳 男子 套路/刀術＆棍術 7 市来崎 大祐 4 19.51P

武術太極拳 女子 套路/長拳 8 山口 啓子 5 9.70P

武術太極拳 女子 套路/長拳 8 森本 閑 6 9.61P

武術太極拳 女子 套路/太極拳＆太極剣 5 佐藤 直子 4 19.32P

武術太極拳 女子 套路/太極拳＆太極剣 5 宮岡 愛 5 19.14P

武術太極拳 女子 套路/剣術＆槍術 5 山口 啓子 4 19.11P

武術太極拳 女子 套路/剣術＆槍術 5 森本 閑 5 18.90P

スカッシュ 男子 シングルス 8 机 伸之介 3 ×(0-3)準決勝敗退

スカッシュ 男子 シングルス 8 福井 裕太 - ×(0-3)準々決勝敗退

スカッシュ 男子 ダブルス 7 福井 裕太､机 伸之介 3 ×(0-2)準決勝敗退

スカッシュ 男子 ダブルス 7 清水 孝典､松本 淳 - ×(0-2)準々決勝敗退

スカッシュ 男子 団体 予選PoolB   対KOR 4 2 ○(2-0)予選PoolB 1位､準決勝進出

スカッシュ 男子 団体 準決勝　　　 対MAC 4 ○(2-0)決勝進出

スカッシュ 男子 団体 決勝戦　　　 対HKG 4 ×(0-2)

スカッシュ 女子 シングルス 9 小林 海咲 3 ×(0-3)準決勝敗退

スカッシュ 女子 シングルス 9 松井 千夏 3 ×(0-3)準決勝敗退

スカッシュ 女子 ダブルス 7 松井 千夏､小林 海咲 - ×(1-2)準々決勝敗退

スカッシュ 女子 ダブルス 7 大宮 有貴､前川 美和 - ×(0-2)準々決勝敗退

スカッシュ 女子 団体 予選PoolB   対KOR 4 2 ○(2-1)予選PoolB 1位､準決勝進出

スカッシュ 女子 団体 準決勝　　　  対CHN 4 ○(2-0)決勝進出

スカッシュ 女子 団体 決勝戦　　 　 対HKG 4 ×(0-2)

スカッシュ ﾐｯｸｽ ダブルス 7 福井 裕太､松井 千夏 3 ×(0-2)準決勝敗退

スカッシュ ﾐｯｸｽ ダブルス 7 机 伸之介､小林 海咲 - ×(0-2)準々決勝敗退

ビリヤード 男子 9ボールプールシングル 8 大井 直幸 3 ○(11-8)

ビリヤード＆スヌーカー男子 9ボールプールシングル 8 草野 寿 - ×(6-11)準々決勝敗退

ビリヤード＆スヌーカー男子 ワンクッションカラムシングル 7 森 陽一郎 1 ○(100-87)

ビリヤード＆スヌーカー男子 ワンクッションカラムシングル 7 町田 正 2 ×(87-100)

ビリヤード＆スヌーカー女子 9ボールプールシングル 8 河原 千尋 2 ×(6-7)

ビリヤード＆スヌーカー女子 9ボールプールシングル 8 福家 美幸 - ×(6-7)準々決勝敗退

テコンドー 男子 54kg級 6 中川 貴哉 3 準決勝敗退

テコンドー 男子 58kg級 7 内村 剣悟 - 準々決勝敗退

テコンドー 男子 84kg級 4 宮川 健太 3 準決勝敗退(1回戦敗退)

テコンドー 女子 51kg級 7 笠原 江梨香 3 準決勝敗退

テコンドー 女子 55kg級 5 小林 穂奈美 3 ×(3-8)準決勝敗退

テコンドー 女子 67kg級 4 服部 麻世 3 準決勝敗退(1回戦敗退)

ダンススポーツ 混合 スタンダード5ダンス 3 石原 正幸､久保 斐美 1

ダンススポーツ 混合 スタンダードワルツ 4 貫名 強､柴原 まりこ 2

ダンススポーツ 混合 スタンダードタンゴ 6 吉川 竜､石井 恵麻 2

ダンススポーツ 混合 スタンダードベネッセワルツ 4 貫名 強､柴原 まりこ 3

ダンススポーツ 混合 スタンダードスローフォックストロット 4 吉川 竜､石井 恵麻 3

ダンススポーツ 混合 スタンダードクイックステップ 5 石原 正幸､久保 斐美 1

ダンススポーツ 混合 ラテン5ダンス 4 久保田 弓椰､久保田 蘭羅 1

ダンススポーツ 混合 ラテンサンバ 4 鈴木 佑哉､鈴木 加奈 3

ダンススポーツ 混合 ラテンチャチャチャ 4 鈴木 佑哉､鈴木 加奈 1

ダンススポーツ 混合 ラテンルンバ 6 正谷 恒樹､齋藤 愛 2

ダンススポーツ 混合 ラテンパソドブレ 6 正谷 恒樹､齋藤 愛 2

ダンススポーツ 混合 ラテンジャイブ 6 久保田 弓椰､久保田 蘭羅 1

松井 千夏､小林 海咲､大宮 有貴､前川 美和

福井 裕太､机 伸之介､清水 孝典､松本 淳

種　　目

山下 知且､髙橋 俊彦､佐々木 智之

川添 奨太､武本 真明､藤井 信人


