
競技／種別 種　目 プログラム エントリー 選手名 成績 備考

松永 大介 ３位 １:２２:０６

野田 明宏 ８位 １:２５:３６

長田 拓也 ２１.０４　準決勝進出

谷口 耕太郎 ２１.０９　準決勝進出

女子 ２００m 予選 ４５ 土井 杏南 ２４.５７　準決勝進出

女子 １００m 決勝 ４３ 土井 杏南 ７位 １１.７０ (準決勝　１１.６１)

佐藤 拳太郎 ４６.３６　準決勝敗退

北川 貴理 ４６.２５　決勝進出

準決勝 小池 祐貴 １０.３５ 　準決勝敗退

ラウンド２ 諏訪 達郎 失格 ラウンド２敗退

中谷 圭佑 ３位 ２９:１９.３０

潰滝 大記 ９位 ２９:５２.９１   

川端 千都 １２位 ３０:０６.４２

予選 大森 菜月 １６:１８.９９　決勝進出

１次予選 小枝 理奈 １６:３４.２５　決勝進出
女子 ５０００m ２７
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陸上競技

男子 ２０㎞ 競歩 決勝 ２６

男子 ２００m 予選 ６９

男子 ４００m 準決勝 ６１

男子 １００m ６６

男子 １００００m 決勝 ３０
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準決勝 ５０ 松島 美菜 ３０.８３　決勝進出

予選 青木 玲緒樹 ３２.７９　予選敗退

準決勝 松井 浩亮 ２２.５５  準決勝敗退

予選 丸山 徹 ２３.１５　予選敗退

菊池 優奈 ２:１２.９０ 準決勝敗退

藪 美涼 ２:０９.８８ 決勝進出

住吉 茉莉 ２５.７５　準決勝敗退

佐藤 綾 ２５.５８　準決勝敗退

男子 ４×２００m リレー 決勝 １８
江原 騎士、松元 克央、小松 巧、
坂田怜央

３位 ７:１３.１２　(予選　７:２０.１６)

地田 麻未 ８:４５.４１　決勝進出

和田 麻里 ８:５０.５２　予選敗退

平井 彬嗣 １位 １４:５６.１０　(予選　１５:０９.０１)

山本 耕平 ３位 １５:０３.９９　(予選　１５:１１.５０)

男子 １００m バタフライ 決勝 ５１ 梅本 雅之 ５位 ５２.２９

女子 ５０m 背泳ぎ 準決勝 ４０ 高橋 美紀 ２８.８４　準決勝敗退

高野 綾 ５位 ２:００.０８

宮本 靖子 ８位 ２:００.８８

男子 ２００m 背泳ぎ 決勝 ２９ 砂間 敬太 ２位 １:５７.５０

２４

女子 ２００m 自由形 決勝 ４２

水泳／競泳

男子 １５００m 自由形 決勝 ２２

女子 ５０m 平泳ぎ 

男子 ５０m 自由形 ８２

女子 ２００m バタフライ 準決勝 ３１

女子 ５０m 自由形 準決勝 ５１

女子 ８００m 自由形 予選
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水泳／飛込 女子 ３m シンクロナイズド 決勝 中川 真依、榎本 遼香 ５位 ２４９.００

水泳／水球 女子 日本 - イタリア 準々決勝 １０

青木 美友、梅田 優子、高橋 綾佳、
吉里 優香、舟木 爽乃、鈴木 琴莉、
徳用 万里奈、橋本 みのり、坂上 千明、
橋口 明希、細谷 香奈、風間 祐李、
齋藤 有寿

×(１２－１３)　準々決勝敗退

サッカー 男子 日本 -  フランス 準々決勝 １６

福島 春樹、前川 黛也、田上 大地、
萩間 大樹、湯澤 聖人、新井 一耀、
髙橋 諒、室屋 成、奥山 政幸、
木本 恭生、小林 成豪、松下 佳貴、
八久保 颯、長谷川 竜也、和泉 竜司、
端山 豪、重広 卓也、呉屋 大翔、
澤上 竜二、岡 佳樹

○(１－０)　準決勝進出

近藤 大基 ○(２－０)

上杉 海斗 ○(２－０)

準々決勝 吉冨 愛子 ×(１－２)

敗者復活２回戦 西本 恵 ○(２－０)

男子 ダブルス 準々決勝 ３４ 今井 慎太郎、上杉 海斗 ○(２－１)

女子 ダブルス 準々決勝 ２７ 吉冨 愛子、林 恵里奈 ○(２－１)

テニス

男子 シングルス 敗者復活２回戦 ７９

女子 シングルス ６１
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バレーボール 男子 日本 - アルゼンチン 準々決勝 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

×(０－３)

バレーボール 女子 日本 - ロシア 準決勝 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

×(０－３)　３位決定戦進出

バスケットボール 男子 日本 -  フランス 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

×(４６－６０)　１勝４敗

バスケットボール 女子 日本 - オーストラリア 準々決勝 ２３

本多 真実、篠崎 澪、近藤 楓、
小菅 由香、鶴見 彩、内野 智香英、
根岸 夢、谷村 里佳、ヌンイラ 玲美、
出水田 理絵、藤岡 麻菜美、林 咲希

○(８３－７１)　準決勝進出

ハンドボール 男子 日本 - ポルトガル 予選 １３

岩下 祐太、村上 凌太、玉城 慶也、
子安 貴之、小塩 豪紀、山田 隼也、
堤 由貴、菅野 純平、八巻 雄一、
田中 大斗、内海 祐輔、岡元 竜生、
橋本 明雄、東江 雄斗、酒井 翔一朗

×(２４－３２)　０勝３敗

ハンドボール 女子 日本 - ルーマニア 予選 １２

網谷 涼子、白石 さと、馬場 敦子、
安倍 千夏、河嶋 英里、深田 彩加、
大山 真奈、石井 優花、田村 美沙紀、
多田 仁美、川畑 博美、北原 佑美、
秋山 なつみ、山下 真里奈、諸岡 世奈、
田中 茜

△(３２－３２)　０勝２敗１分
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丹羽 美里 ○　予選ラウンド　２勝０敗

山本 怜 ○　予選ラウンド　２勝０敗

庄司 有貴 ○　予選ラウンド　２勝０敗

男子シングルス 予選 ラウンド １５４ 上田 仁 ○　予選ラウンド　１勝０敗

男子 団体戦　日本 - 台湾 準決勝 ３２
森薗 政崇、大島 祐哉、吉田 雅己、
上田 仁、町 飛鳥

○(３－１)　決勝進出

女子 団体戦　日本 - 中国 準決勝 ２２
丹羽 美里、鈴木 李茄、山本 怜、
庄司 有貴、北岡 エリ子

３位 ×（０－３)　準決勝敗退

フェンシング 男子 フルーレ団体　日本 - 中国 ラウンド １６ １２
長島 徳幸、佐野 多加文、大石 利樹、
野口 凌平

×(４３－４５)

フェンシング 女子 サーブル団体　日本 - ウクライナ ラウンド １６ 福島 史帆実、浦野 夏菜、小栗 千紗絵 ○(４５－４２)

フェンシング 女子 サーブル団体　日本 - ポーランド 準々決勝 福島 史帆実、浦野 夏菜、小栗 千紗絵 ５位 ×(３３－４５)

湯浅 菜月 ５７１　予選敗退

砥石 真衣 ５７９　予選敗退

綾戸 真美 ５６２　予選敗退

女子 シングルス 予選 ラウンド １０６

１４

射撃／ライフル射撃女子 ５０m ライフル３姿勢 予選 ５８

卓球
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比嘉 一貴 ６９　３位

佐藤 大平 ７３　１７位

小西 健太 ７０　６位

男子　団体 ２０ 比嘉 一貴、佐藤 大平、小西 健太 １３９　３位

丹野 寧々 ７５　１４位

金澤 志奈 ７４　９位

井上 りこ ７６　２２位

女子  団体 １７ 丹野 寧々、金澤 志奈、井上 りこ １４９　６位

テコンドー 男子 ５４㎏級 ラウンド １６ ２７ 中川 貴哉 ×(１－２)　ラウンド１６敗退

ゴルフ

男子　個人

２ndラウンド

６１

女子　個人 ５３


