
競技／種別 種　目 プログラム エントリー 選手名 成績 備考

平井 彬嗣 ８：００．６９　決勝進出

山本 耕平 ８：０３．６９　決勝進出

予選 佐藤 綾 ２７．４７　予選敗退

準決勝 細田 梨乃
２７．１６　準決勝敗退
（予選　２７．３０）

長谷川 純矢
５４．０１　決勝進出
（予選　５４．２７）

江戸 勇馬
５５．５８　準決勝敗退
（予選　５５．２６）

高橋 美帆 ４：４８．３８　予選敗退

樋口 恵夢 ４：４６．４３　予選敗退

小日向 一輝
１：００．８１ 決勝進出
（予選　１：０１．３２）

山口 観弘
１：０１．７７準決勝敗退
（予選　１：０１．９７）

高橋 美紀
２：１３．１３　決勝進出
（予選　２：１３．１９）

川除 結花
２：１１．６２　決勝進出
（予選　２：１１．９８）

予選 梅本 雅之 ２４．５６　予選敗退

準決勝 長谷川 純矢
２４．１６　準決勝敗退
（予選　２４．２６）

女子　４×１００ｍ　リレー 決勝 １８
佐藤 綾、高野 綾、住吉 茉莉、
細田 梨乃、宮本 靖子、山根 優衣

２位
３：４１．１５
（予選　３：４３．６１）

男子　４×１００ｍ　リレー 決勝 ２６
松元 克央、松井 浩亮、江原 騎士、
坂田 怜央、小松 巧、丸山 徹

２位
３：１７．９８
（予選３：１９．６６）
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水泳／競泳

男子　８００ｍ　自由形

女子　５０ｍ　バタフライ

男子　１００ｍ　背泳ぎ

女子　４００ｍ　個人メドレー

男子　１００ｍ　平泳ぎ

女子　２００ｍ　背泳ぎ

男子　５０ｍ　バタフライ

予選

準決勝

予選
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水泳／飛込 女子１ｍ飛板飛込 決勝 ２７ 馬淵 優佳 ４位 ２５２．５０

水泳／水球 男子　日本 - 中国　（Ｍ７）　 予選 １３

福島 丈貴、行天 拓矢、菅根 大樹、
荒井 陸、飯田 純士、大野 佑斗、
足立 聖弥、髙田 充、長野 大地、
荒木 健太、瀧川 峻也、市川 雅浩、
濱田 周

○（１３－１１）１勝１敗

サッカー 女子　日本 - コロンビア　（Ｗ１２） 予選 １５

新井 翠、髙木 ひかり、奥川 千沙、
浦田 佳穂、林 香奈絵、川原 奈央、
加賀 孝子、三橋 眞奈、横山 亜依、
本多 由佳、植村 祥子、髙橋 美夕紀、
濱本 まりん、吉武 愛美、高塚 綾音、
山守 杏奈、小泉 玲奈、須永 愛海、
長嶋 洸、井上 ねね

○（１４－０）１勝１分け

吉冨 愛子 ○（Ｆｉｒｓｔ　Ｒｏｕｎｄ）

宮地 真知香 ○（Ｆｉｒｓｔ　Ｒｏｕｎｄ）

バレーボール 女子 日本 - アメリカ　（Ｗ６） 予選 １６

家高 七央子、田中 美咲、清水 眞衣、
石橋 朋美、帯川 きよら、村永 奈央、
今村 優香、小田 桃香、中屋 夏澄、
山内 美咲、小島 満菜美、井上 愛里沙

○（３－１）１勝０敗

バレーボール 男子 日 本 - チリ　　（M２６） 予選 ２１

柳田 将洋、木村 築、小宮 雄一郎、
山田 脩造、専田 和也、手原 紳、
藤中 謙也、堤 智久、高橋 拓也、
関田 誠大、兒玉 康成、出耒田 敬

○ （３-１） ２勝０敗

テニス 女子 シングルス Ｒｏｕｎｄ１＆Ｒｏｕｎｄ２　 ６１
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体操／体操 男子　団体総合 予選（個人　予選） ２１
早坂 尚人、野々村 笙吾、吉岡 知紘、
今林 開人、神本 雄也

１３２．１５０

体操／体操 女子　団体総合 予選（個人　予選） ５
寺本 明日香、笹田 夏実、湯元 さくら、
美濃部 ゆう、井上 和佳奈

８０．０６０

バスケットボール 男子　Ｍ９：　日本 - フィンランド 予選 ２３

永吉 佑也、藤井 祐眞、野本 建吾、
晴山 ケビン、笹山 貴哉、ベンドラメ 礼生、
赤石 遼介、原 修太、成田 正弘、
満田 丈太郎、杉浦 佑成、馬場 雄大

×（７２－７３）０勝１敗

大石 栞菜 ×予選敗退

黒木 夢 ×予選敗退

ラウンド　６４ 古俣 潮里 ×１１－１５　Ｒｏｕｎｄ６４敗退

ラウンド　６４ 安藤 光平 ×１２－１５　Ｒｏｕｎｄ６４敗退

大﨑 葵一
×９－１５　Ｒｏｕｎｄ１６敗退
（Ｒｏｕｎｄ３２　○１５－１４）

曽我 啓介
×８－１５　Ｒｏｕｎｄ１６敗退
（Ｒｏｕｎｄ３２　○１５－１０）

吉田 健人
×５－１５　Ｒｏｕｎｄ１６敗退
（Ｒｏｕｎｄ３２　○１５－１１）

７１

６２

フェンシング

女子　エペ個人

男子　サーブル個人

予選　ラウンド

ラウンド　１６
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予選　／　敗者復活戦　 ×準々決勝敗退　○３位決定戦進出

３位決定戦 ５位 ×

予選　／　敗者復活戦　 ○決勝進出

決勝（表彰式）　 １位 ○

予選　／　敗者復活戦　 ×準決勝敗退　○３位決定戦進出

３位決定戦 ５位 ×

予選　／　敗者復活戦　 ○決勝進出

決勝（表彰式）　 １位 ○

大井 一輝 Ｒａｎｋｉｎｇ　Ｒｏｕｎｄ３４位　１／４８Ｒｏｕｎｄ進出

尾﨑 寛人 Ｒａｎｋｉｎｇ　Ｒｏｕｎｄ２２位　１／４８Ｒｏｕｎｄ進出

山本 和樹 Ｒａｎｋｉｎｇ　Ｒｏｕｎｄ１５位　１／４８Ｒｏｕｎｄ進出

加藤 綾乃 Ｒａｎｋｉｎｇ　Ｒｏｕｎｄ１４位　１／４８Ｒｏｕｎｄ進出

杉本 智美 Ｒａｎｋｉｎｇ　Ｒｏｕｎｄ９位　１／４８Ｒｏｕｎｄ進出

古田 悠 Ｒａｎｋｉｎｇ　Ｒｏｕｎｄ２５位　１／４８Ｒｏｕｎｄ進出

男子 リカーブ団体 １６ 大井 一輝、尾﨑 寛人、山本 和樹 Ｒａｎｋｉｎｇ　Ｒｏｕｎｄ６位　１／８Ｒｏｕｎｄ進出

女子 リカーブ団体 １３ 加藤 綾乃、杉本 智美、古田 悠 Ｒａｎｋｉｎｇ　Ｒｏｕｎｄ４位　１／８Ｒｏｕｎｄ進出

混合 リカーブ団体 ２５ 杉本 智美、山本 和樹 Ｒａｎｋｉｎｇ　Ｒｏｕｎｄ５位　１／８Ｒｏｕｎｄ進出

２５

堀 歩未

朝比奈 沙羅

後藤 隆太郎

原沢 久喜

１５

２８

１７

柔道

女子　７８ｋｇ級

女子　７８ｋｇ超級

男子　１００ｋｇ級

男子　１００ｋｇ超級

男子 リカーブ （２×７０ｍ） ６８

女子 リカーブ （２×７０ｍ） ５８アーチェリー 予選ラウンド


