
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25日(金) 陸上競技 男子 200m Round1 86 山下 潤 21.02準決勝進出
8月25日(金) 陸上競技 男子 200m 2nd Round 北川 翔 21.45準決勝進出
8月25日(金) 陸上競技 男子 400mﾊｰﾄﾞﾙ 準決勝 38 鍜治木 崚 14位 50.99準決勝敗退
8月25日(金) 陸上競技 男子 棒高跳 予選 A+B 22 江島 雅紀 5.30決勝進出
8月25日(金) 陸上競技 男子 三段跳 決勝 26 山本 凌雅 3位 16.80
8月25日(金) 陸上競技 女子 200m 準決勝 59 竹内 爽香 27位 24.68予選敗退
8月25日(金) 陸上競技 女子 200m 準決勝 中村 水月 33位 25.17予選敗退
8月25日(金) 陸上競技 女子 やり投 決勝 33 斉藤 真理菜 2位 62.37
8月25日(金) 陸上競技 女子 やり投 決勝 北口 榛花 10位 56.30
8月25日(金) 水泳/競泳 男子 50m自由形 準決勝 91 中村 克 22.01決勝進出(予選22.40)
8月25日(金) 水泳/競泳 男子 50m自由形 予選 中尾 駿一 - DNS
8月25日(金) 水泳/競泳 男子 200m背泳ぎ 決勝 47 萩野 公介 4位 1:57.77
8月25日(金) 水泳/競泳 男子 100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 決勝 74 小堀 勇氣 5位 52.09
8月25日(金) 水泳/競泳 男子 4x200m自由形ﾘﾚｰ 決勝 21 松元 克央、坂田 怜央、瀬戸 大也、陶山 周

平、小堀 勇氣、萩野 公介
1位 7:08.45(予選7:16.90)

8月25日(金) 水泳/競泳 女子 50m自由形 準決勝 59 五十嵐 千尋 25.38決勝進出(予選25.64)
8月25日(金) 水泳/競泳 女子 50m自由形 準決勝 岡野 圭穂 25.39決勝進出(予選25.41)
8月25日(金) 水泳/競泳 女子 50m平泳ぎ 準決勝 47 渡部 香生子 9位 31.88準決勝敗退(予選32.18)
8月25日(金) 水泳/競泳 女子 200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 準決勝 28 金子 喜恵 10位 2:12.73準決勝敗退(予選2:14.14)
8月25日(金) 水泳/飛込 女子 3m飛板飛込 準決勝 33 馬淵 優佳 266.05決勝進出(予選257.60)
8月25日(金) 水泳/飛込 女子 3m飛板飛込 準決勝 金戸 華 14位 239.25準決勝敗退(予選274.95)
8月25日(金) 水泳/飛込 女子 3m飛板飛込 予選 榎本 遼香 19位 246.90予選敗退
8月25日(金) 水泳/水球 男子 M40: 日本-RUS 準々決勝 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

×（7-12）Classification 5-8進出

8月25日(金) 水泳/水球 女子 W26: 日本－RUS 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

×（14-18）3勝2敗

8月25日(金) サッカー 男子 M31: 日本ーITA 準々決勝 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

○（6-0）準決勝進出

8月25日(金) テニス 男子 ｼﾝｸﾞﾙｽ 4th Round 91 伊藤雄哉 ○（2-0）準々決勝進出
8月25日(金) テニス 男子 ｼﾝｸﾞﾙｽ Consolation 2nd Round 小林 雅哉 ○（2-0）3rd Round進出
8月25日(金) テニス 女子 ｼﾝｸﾞﾙｽ 4th Round 82 加治 遥 9位 ×（0-2）4th Round敗退
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8月25日(金) バレーボール 男子 M41: FRA－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

○（3-1）準決勝進出

8月25日(金) バレーボール 女子 W30: FIN－日本 準々決勝 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

○（3-1）準決勝進出

8月25日(金) バスケットボール 男子 M53: 日本－NOR 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

×（63-73）1勝4敗

8月25日(金) バスケットボール 女子 W30: SWE－日本 準々決勝 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

○（90-51）準決勝進出

8月25日(金) ウエイトリフティング 男子 105kg超級 決勝 20 知念 光亮 8位 Total:380
8月25日(金) ウエイトリフティング 男子 105kg超級 決勝 村上 英士朗 10位 Total:377
8月25日(金) 卓 球 混合ダブルス 1/8Final 65 吉村 和弘、安藤 みなみ ○（3-0）準々決勝進出
8月25日(金) 卓 球 男子 ｼﾝｸﾞﾙｽ 予選ﾗｳﾝﾄﾞ 龍崎 東寅、池上 玲子 9位 ×（1-3）1/8Final敗退
8月25日(金) 卓　球 男子 団体戦 準決勝 32 大島 祐哉、森薗 政崇、吉田 雅己、吉村 和

弘、龍崎 東寅
対TPE: ○（3-0）決勝進出

8月25日(金) 卓　球 女子 団体戦 準決勝 32 成本 綾海、鈴木 李茄、池上 玲子、山本 怜、
安藤 みなみ

対CHI：○（3-1）決勝進出

8月25日(金) フェンシング 男子 ﾌﾙｰﾚ団体 決勝 14 松山 恭助、敷根 崇裕、西藤 俊哉、野口 凌平 1位 決勝 対RUS: ○（45-38）
準決勝 対ITA: ○（45-30）
予選 対HUN: ○（45-39）

8月25日(金) フェンシング 女子 ｻｰﾌﾞﾙ団体 決勝 14 福島 史帆実、江村 美咲、向江 彩伽、髙嶋 理
紗

1位 決勝 対HUN: ○（45-38）
準決勝 対FRA: ○（45-39）
予選 対USA: ○（45-34）
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8月25日(金) バドミントン 混合 団体 決勝 27 西本 拳太、五十嵐 優、大関 修平、川端 祥、
玉手 勝輝、三橋 健也、下田 菜都美、杉野 文
保、加藤 美幸、柏原 みき、宮浦 玲奈、勝俣
莉里香

2位 決勝 対TPE: ×（0-3）
準決勝 対MAS: ○（3-2）

8月25日(金) 野　球 男子 日本－KOR Super Round 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

○（2-1）

8月25日(金) ゴルフ 男子 個人 Round 2 69 比嘉 一貴 Round2終了時:1位(Score:129)
8月25日(金) ゴルフ 男子 個人 Round 2 今野 大喜 Round2終了時:3位ﾀｲ(Score:136)
8月25日(金) ゴルフ 男子 個人 Round 2 金谷 拓実 Round2終了時:17位ﾀｲ(Score:146)
8月25日(金) ゴルフ 男子 団体 Round 2 21 金谷 拓実、比嘉 一貴、今野 大喜 Round2終了時:1位(Score:1265)
8月25日(金) ゴルフ 女子 個人 Round 2 58 芦沢 衣里 Round2終了時:7位ﾀｲ(Score: 145)
8月25日(金) ゴルフ 女子 個人 Round 2 渕野 ひかる Round2終了時:10位ﾀｲ(Score:146)
8月25日(金) ゴルフ 女子 個人 Round 2 松田 なつき Round2終了時:19位ﾀｲ(Score:151)
8月25日(金) ゴルフ 女子 団体 Round 2 18 松田 なつき、渕野 ひかる、芦沢 衣里 Round2終了時:5位(Score:291)
8月25日(金) テコンドー 女子  53kg級  Round32 31 長野 聖子 17位 ×Round32敗退
8月25日(金) ビリヤード 男子 9ﾎﾞｰﾙｼﾝｸﾞﾙ Rounnd16 16 鈴木 謙吾 ○（11-7）準々決勝進出
8月25日(金) ビリヤード 男子 9ﾎﾞｰﾙｼﾝｸﾞﾙ Round 2-L32 宍戸 隆之 - ×（4-11）Round16敗退
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