
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
男子 200m自由形 決勝 59 萩野 公介 7位 1:48.13
男子 1500m自由形 決勝 25 仲家 慎吾 4位 15:03.06
男子 50m背泳ぎ 準決勝 64 宇野 柊平 13位 25.55 準決勝敗退(予選25.53)
男子 50m背泳ぎ 予選 中尾 駿一 - DNS
男子 200m平泳ぎ 準決勝 51 毛利 衛 2:12.38決勝進出(予選2:13.16)
男子 200m平泳ぎ 準決勝 大久保 琳太郎 2:11.04決勝進出(予選2:11.82)
男子 200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 準決勝 41 幌村 尚 1:56.61決勝進出(予選:1:58.02)
男子 200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 準決勝 瀬戸 大也 1:56.14決勝進出(予選:1:58.08 )
男子 200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 決勝 50 萩野 公介 1位 1:57.35
男子 200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 決勝 瀬戸 大也 2位 1:58.73
女子 1500m自由形 予選 16 森山 幸美 16:22.41決勝進出
女子 100m背泳ぎ 準決勝 47 小西 杏奈 1:00.69 決勝進出(予選1:01.46)
女子 100m背泳ぎ 予選 後藤 真由子 22位 1:02.51予選敗退
女子 100m平泳ぎ 決勝 46 渡部 香生子 1位 1:06.85
女子 100m平泳ぎ 決勝 青木 玲緒樹 2位 1:07.36
女子 200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 準決勝 41 大橋 悠依 2:12.17決勝進出(予選2:14.45)
女子 200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 準決勝 寺村 美穂 2:12.41決勝進出(予選2:15.13)
女子 10m高飛込 準決勝 19 榎本 遼香 279.30 決勝進出

金戸 華 17位 218.35 準決勝敗退
混合 3mｼﾝｸﾛﾅｲｽﾞﾄﾞ 決勝 11 村上 和基、榎本 遼香 5位 267.18

水泳/水球 女子 W13: 日本－GBR 予選 12 青木 美友、鈴木 琴莉、坂上 千
明、野呂 美咲季、新澤 由貴、
稲場 朱里、細谷 香奈、山本 実
乃里、徳用 万里奈、有馬 優
美、齊藤 葵、風間 祐李、塩谷
南美

○（18-4）2勝1敗

サッカー 女子 W13: 日本－BRA 予選 13 木付 優衣、森田 有加里、松原
有沙、山川 夏輝、奥川 千沙、
松永 早姫、三浦 紗津紀、山田
優衣、工藤 真子、梅津 美絵、
中村 みづき、平國 瑞希、水谷
有希、山口 千尋、瀧澤 莉央、
龍 沙也加、鈴木 千尋、河野 朱
里、大竹 麻友、堀江 美月

×（1-3）1勝1敗

男子 ｼﾝｸﾞﾙｽ 2nd Round 81 今井 慎太郎 ○（2-0）3rd Round進出
男子 ｼﾝｸﾞﾙｽ Round of 64 伊藤 雄哉 ○（2-0）3rd Round進出
男子 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 1st Round 34 今井 慎太郎、上杉 海斗 ○（2-0）2nd Round進出
女子 ｼﾝｸﾞﾙｽ 2nd Round 71 加治 遥 ○（2-1）3rd Round進出

バレーボール 女子 W14: 日本－THA 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）2勝0敗
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男子 個人総合 決勝 18 野々村 笙吾 2位 Total:86.050
男子 個人総合 決勝 18 谷川 航 3位 Total:85.700
女子 個人総合 決勝 18 寺本 明日香 2位 Total:55.650
女子 個人総合 決勝 18 笹田 夏実 5位 Total:53.250

バスケットボール 男子 M30: 日本－GER 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

×（59-97）1勝2敗

バスケットボール 女子 W11: POR－日本 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

○（69-37）2勝0敗

ウエイトリフティング 女子 63kg級 決勝 26 新垣 愛恵 15位 Total:184
男子 団体戦 日本 Qualification Group 32 大島 祐哉、森薗 政崇、吉田 雅

己、吉村 和弘、龍崎 東寅
1回戦 対USA: ○（3-0）
2回戦 対GRE: ○（3-0）

女子 団体戦 Qualification Group 32 成本 綾海、鈴木 李茄、池上 玲
子、山本 怜、安藤 みなみ

1回戦 対CRO: ○（3-0）
2回戦 対USA: ○（3-1）

男子 ﾌﾙｰﾚ個人 決勝 69 松山 恭助 2位 ×（14-15）決勝敗退
男子 ﾌﾙｰﾚ個人 準々決勝 西藤 俊哉 5位 ×（10-15）準々決勝敗退
男子 ﾌﾙｰﾚ個人 Round 16 敷根 崇裕 13位 ×（14-15）Round16敗退
男子 ﾌﾙｰﾚ個人 Round 16 野口 凌平 16位 ×（6-15）Round16敗退
女子 ｻｰﾌﾞﾙ個人 準決勝 61 江村 美咲 3位 ×（8-15）準決勝敗退
女子 ｻｰﾌﾞﾙ個人 準々決勝 髙嶋 理紗 7位 ×（6-15）準々決勝敗退
女子 ｻｰﾌﾞﾙ個人 Round 16 福島 史帆実 12位 ×（8-15）Round16敗退
女子 ｻｰﾌﾞﾙ個人 Round 64 向江 彩伽 34位 ×（11-15）Round64敗退
男子 66kg級 決勝ﾌﾞﾛｯｸ 37 磯田 範仁 3位
男子 73kg級 決勝ﾌﾞﾛｯｸ 40 立川 新 1位
女子 52kg級 決勝ﾌﾞﾛｯｸ 29 立川 莉奈 1位
女子 57kg級 決勝ﾌﾞﾛｯｸ 27 村井 惟衣 3位
男子 ﾘｶｰﾌﾞ(団体) 1/4 Round 20 大井 一輝、大貫 渉、山本 雅也 - ×（4-5）1/4 Round敗退
女子 ﾘｶｰﾌﾞ(団体) 1/8 Round 15 堀口 理沙、宮木 芙美代、杉林 - ×（4-5）1/8 Round敗退

野　球 男子 日本－MEX B Group 予選ﾗｳﾝﾄﾞ 8 竹村 春樹、齊藤 大将、阪本 大
樹、東 克樹、青島 凌也、伊藤
将司、栗林 良吏、森下 暢仁、
松本 航、大平 達樹、小林 遼、
小畑 尋規、熊谷 敬宥、楠本 泰
史、宮本 丈、渡邊 佳明、中川
圭太、内海 大寿、島田 海吏、
岩見 雅紀、辰己 涼介、長沢 吉
貴

○（7-2）2勝0敗
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男子1,000mｽﾌﾟﾘﾝﾄ 予選 23 川畑 拳吾 13位 1:26.590予選敗退
予選 加藤 勝己 16位 1:27.682予選敗退

男子15,000mｴﾘﾐﾈｰｼｮﾝﾚｰｽ 予選 23 川畑 拳吾 - Elinimated
予選 加藤 勝己 - Elinimated

女子1,000mｽﾌﾟﾘﾝﾄ 決勝 21 吉野 友梨 8位 1:38.656 (予選1:33.602)
予選 後藤 眞佑 - 1:34.579予選敗退

女子15,000mｴﾘﾐﾈｰｼｮﾝﾚｰｽ 決勝 20 後藤 眞佑 5位 27:00.440
吉野 友梨 - Elinimated
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