
月日(曜日) 競技/種別 種　　目 プログラム エントリー数 選　　手　　名 成　績 備　　考
8月21日(月) 水泳/競泳 男子 200m自由形 準決勝 59 萩野 公介 1:47.49 決勝進出(予選01:50.41)
8月21日(月) 水泳/競泳 男子 200m自由形 予選 松元 克央 19位 1:50.71 予選敗退
8月21日(月) 水泳/競泳 男子 1500m自由形 予選 25 仲家 慎吾 15:12.68 決勝進出
8月21日(月) 水泳/競泳 男子 100m背泳ぎ 決勝 61 萩野 公介 2位 54.12
8月21日(月) 水泳/競泳 男子 50mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 決勝 80 中尾 駿一 6位 23.65
8月21日(月) 水泳/競泳 男子 200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 準決勝 50 瀬戸 大也 1:58.63 決勝進出(予選1:59.88 )
8月21日(月) 水泳/競泳 男子 200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 準決勝 萩野 公介 2:00.81 決勝進出(予選2:01.39)
8月21日(月) 水泳/競泳 女子 100m自由形 準決勝 57 五十嵐 千尋 9位 55.49 準決勝敗退(予選55.77)
8月21日(月) 水泳/競泳 女子 100m自由形 予選 岩本 愛結 24位 57.27 予選敗退
8月21日(月) 水泳/競泳 女子 200m背泳ぎ 決勝 35 後藤 真由子 8位 2:12.76
8月21日(月) 水泳/競泳 女子 100m平泳ぎ 準決勝 46 渡部 香生子 1:07.71 決勝進出(予選1:08.51)
8月21日(月) 水泳/競泳 女子 100m平泳ぎ 準決勝 青木 玲緒樹 1:08.19 決勝進出(予選1:08.79)
8月21日(月) 水泳/競泳 女子 50mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 決勝 58 平山 友貴奈 3位 26.51
8月21日(月) 水泳/飛込 男子 1m飛板飛込 予選 30 須山 晴貴 15位 338.40 予選敗退
8月21日(月) 水泳/飛込 女子 10mｼﾝｸﾛﾅｲｽﾞﾄﾞ 決勝 6 金戸 華、榎本 遼香 4位 231.96
8月21日(月) 水泳/水球 男子 M24: RUS－日本 予選 16 福島 丈貴、飯田 純士、荒井

陸、足立 聖弥、吉田 拓馬、荒木
健太、高田 充、川本 周磨、稲場
航平、伊達 清武、大本 航生、
コップ 晴紀イラリオ、橋本 一輝

×（6-8）2勝1敗

8月21日(月) サッカー 男子 M11: 日本－CAN 予選 16 永石 拓海、小島 亨介、坂 圭
祐、鈴木 準弥、岩崎 尚将、宮
大樹、岩武 克弥、小池 裕太、菊
池 流帆、重廣 卓也、守田 英
正、脇坂 泰斗、松田 天馬、戸嶋
祥郎、柴戸 海、名古 新太郎、三
笘 薫、ジャーメイン 良、中野
誠也、旗手 怜央

○（5-0）2勝0敗

8月21日(月) テニス 女子 ｼﾝｸﾞﾙｽ 2nd Round 71 牛島 里咲 ○（2-0）3rd Round進出
8月21日(月) バレーボール 女子 W05: 日本－USA 予選 16 小田 桃香、今村 優香、村永 奈

央、柴田 真果、塚田 しおり、小
島 満菜美、山内 美咲、井上 愛
里沙、杉 郁香、丸尾 遥香、野嶋
華澄、横田 真未

○（3-0）1勝0敗

8月21日(月) バレーボール 男子 M12: BRA－日本 予選 22 髙野 直哉、今村 貴彦、藤中 謙
也、福山 汰一、山口 頌平、兒玉
康成、山本 智大、久原 翼、秦
耕介、酒井 啓輔、荻原 泰、渡邊
侑磨

×（2-3）1勝1敗

8月21日(月) 体操/体操 女子 団体総合 決勝 12 寺本 明日香、笹田 夏実、内山
由綺、中村 有美香、刀根 綾菜

3位 159.900

8月21日(月) 女子 個人総合 予選 68 寺本 明日香 53.650 決勝進出
8月21日(月) 体操/体操 女子 団体総合 決勝 & 個人総合 予選 Subdivision III (Team 9-12) 笹田 夏実 52.900 決勝進出
8月21日(月) 体操/体操 女子 団体総合 決勝 & 個人総合 予選 Subdivision III (Team 9-12) 内山 由綺 39.950 予選敗退
8月21日(月) 体操/体操 女子 団体総合 決勝 & 個人総合 予選 Subdivision III (Team 9-12) 中村 有美香 37.500 予選敗退
8月21日(月) 体操/体操 女子 団体総合 決勝 & 個人総合 予選 Subdivision III (Team 9-12) 刀根 綾菜 26.200 予選敗退
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8月21日(月) バスケットボール 男子 M18: 日本－HKG 予選ｽﾃｰｼﾞ 24 ベンドラメ 礼生、原 修太、角野
亮伍、田渡 凌、安藤 周人、齋藤
拓実、杉浦 佑成、佐藤 卓磨、玉
木 祥護、ナナー ダニエル 弾、
平岩 玄、増田 啓介

○（86-82）1勝1敗

8月21日(月) バスケットボール 女子 W04: 日本－KOR 予選ｽﾃｰｼﾞ 16 村山 翠、藤岡 麻菜美、田村 未
来、安間 志織、加藤 臨、林 咲
希、津村 ゆり子、谷口 二千華、
田中 真美子、小笠原 美奈、中田
珠未、藤本 愛妃

○（91-47）1勝0敗

8月21日(月) ウエイトリフティング 男子 69kg級 決勝 23 宮本 昌典 3位 Total:324
8月21日(月) ウエイトリフティング 男子 69kg級 決勝 近内 三孝 5位 Total:305
8月21日(月) ウエイトリフティング 女子 58kg級 決勝 18 山本 真鼓 8位 Total:183
8月21日(月) ウエイトリフティング 女子 58kg級 決勝 山村 侑生 9位 Total:180
8月21日(月) フェンシング 男子 ｴﾍﾟ個人 準決勝 97 山田 優 3位 ×（11-13）準決勝敗退
8月21日(月) フェンシング 男子 ｴﾍﾟ個人 Round32 成田 遼介 21位 ×（7-15）Round32敗退
8月21日(月) フェンシング 男子 ｴﾍﾟ個人 Round64 加納 虹輝 34位 ×（12-15）Round64敗退
8月21日(月) フェンシング 男子 ｴﾍﾟ個人 Round128 村山 健太郎 65位 ×（10-15）Round128敗退
8月21日(月) フェンシング 女子 ﾌﾙｰﾚ個人 Round16 65 宮脇 花綸 10位 ×（12-15）Round16敗退
8月21日(月) フェンシング 女子 ﾌﾙｰﾚ個人 Round32 狩野 愛巳 19位 ×（12-15）Round32敗退
8月21日(月) フェンシング 女子 ﾌﾙｰﾚ個人 Round64 東 莉央 33位 ×（6-15）Round64敗退
8月21日(月) 柔 道 男子 81kg級 決勝ﾌﾞﾛｯｸ 38 藤原 崇太郎 - 2回戦敗退
8月21日(月) 柔 道 男子 90kg級 35 向 翔一郎 3位
8月21日(月) 柔 道 女子 63kg級 28 能智 亜衣美 1位
8月21日(月) 柔 道 女子 70kg級 24 新添 左季 2位
8月21日(月) アーチェリー 混合 ﾘｶｰﾌﾞ団体 準決勝 25 大貫 渉、宮木 芙美代 ×（0-6）3位決定戦進出
8月21日(月) 男子 ﾘｶｰﾌﾞ個人 1/8 Round 73 大井 一輝 17位 ×（0-6）1/16 Round敗退

アーチェリー 1/16 Round 大貫 渉 9位 ×（2-6）1/8 Round 敗退
8月21日(月) アーチェリー 女子 ﾘｶｰﾌﾞ個人 1/4 Round 59 堀口 理沙 17位 ×（2-6）1/16 Round敗退 　
8月21日(月) アーチェリー 女子 ﾘｶｰﾌﾞ(個人) 1/16 Round 宮木 芙美代 6位 ×（3-7）1/4 Round敗退

ローラースポーツ 男子300mタイムトライアル 決勝 18 川畑 拳吾 12位 25.806 (予選25.830)
男子300mタイムトライアル 予選 加藤 勝己 13位 26.021 予選敗退

ローラースポーツ 男子10,000mﾎﾟｲﾝﾄｴﾘﾐﾈｰｼｮﾝ 決勝 23 川畑 拳吾 4位
男子10,000mﾎﾟｲﾝﾄｴﾘﾐﾈｰｼｮﾝ 予選 加藤 勝己 13位 予選敗退

ローラースポーツ 女子300mタイムトライアル 決勝 17 吉野 友梨 9位 28.270 (予選28.962)
女子300mタイムトライアル 予選 安髙 きら 13位 29.727 予選敗退

ローラースポーツ 女子10,000mﾎﾟｲﾝﾄｴﾘﾐﾈｰｼｮﾝ 予選 21 吉野 友梨 － 予選敗退
女子10,000mﾎﾟｲﾝﾄｴﾘﾐﾈｰｼｮﾝ 後藤 眞佑 － 予選敗退

2/2


