
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26日(土) 陸上競技 男子 200m 決勝 86 山下 潤 8位 21.16(準決勝21.20)
8月26日(土) 陸上競技 男子 200m 準決勝 北川 翔 12i位 21.05準決勝敗退
8月26日(土) 陸上競技 男子 5,000m 1st Round Heat 2 37 塩尻 和也 - DNS
8月26日(土) 陸上競技 男子 110mﾊｰﾄﾞﾙ 1st Round 30 野本 周成 14.03準決勝進出
8月26日(土) 陸上競技 男子 110mﾊｰﾄﾞﾙ 1st Round 金井 大旺 14.07準決勝進出
8月26日(土) 陸上競技 男子 20km競歩 決勝 23 山西 利和 1位 1:27:30
8月26日(土) 陸上競技 男子 20km競歩 決勝 及川 文隆 3位 1:30:11
8月26日(土) 陸上競技 男子 20km競歩 決勝 野田 明宏 7位 1:31:00
8月26日(土) 陸上競技 男子 20km競歩団体 決勝 5 野田 明宏、及川 文隆、山西 利

和
1位 4:28:41

8月26日(土) 陸上競技 男子 やり投 決勝 27 小椋 健司 9位 74.82
8月27日(日) 陸上競技 女子 7種競技(800m) Heptathlon7 (200mまで) 24 ヘンプヒル 恵 - DNS
8月26日(土) 水泳/競泳 男子 50m自由形 決勝 91 中村 克 2位 22.05
8月26日(土) 水泳/競泳 男子 400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 決勝 33 瀬戸 大也 1位 4:11.98（UR）(予選4:17.71)
8月26日(土) 水泳/競泳 男子 400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 決勝 萩野 公介 2位 4:15.44(予選4:18.64)
8月26日(土) 水泳/競泳 男子 4x100mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 決勝 32 萩野 公介、幌村 尚、小堀 勇

氣、松元 克央、毛利 衛、武良
竜也、中村 克、宇野 柊平

3位 3:34.88(予選 3:39.22)

8月26日(土) 水泳/競泳 女子 50m自由形 決勝 59 岡野 圭穂 5位 25.29
8月26日(土) 水泳/競泳 女子 50m自由形 決勝 五十嵐 千尋 8位 25.47
8月26日(土) 水泳/競泳 女子 400m自由形 予選 39 五十嵐 千尋 10位 4:13.32予選敗退
8月26日(土) 水泳/競泳 女子 400m自由形 決勝 露内 若葉 16位 4:16.70予選敗退
8月26日(土) 水泳/競泳 女子 4x100mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 決勝 20 青木 玲緒樹、平山 友貴奈、五十

嵐 千尋、小西 杏奈、岩本 愛
結、渡部 香生子

1位 4:00.24(予選 4:04.41)

8月26日(土) 水泳/飛込 男子 10m高飛込 準決勝 19 村上 和基 429.70決勝進出(予選350.30)
8月26日(土) 水泳/飛込 女子 3m飛板飛込 決勝 33 馬淵 優佳 8位 274.50
8月26日(土) 水泳/水球 女子：日本ーITA 準々決勝 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

○（17-15）準決勝進出

8月26日(土) サッカー 女子 RSA-日本 準決勝 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

○（4-0）決勝進出
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8月26日(土) テニス 男子 ｼﾝｸﾞﾙｽ 準々決勝 91 今井 慎太郎 - ×（0-2）準々決勝敗退
8月26日(土) テニス 男子 ｼﾝｸﾞﾙｽ Consolation 3rd Round 小林 雅哉 ○（2-0）Consolation準々決勝進

出
8月26日(土) テニス 男子 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 準々決勝 34 今井 慎太郎、上杉 海斗 ○（2-1）準決勝進出
8月26日(土) テニス 女子 ｼﾝｸﾞﾙｽ 準々決勝 82 牛島 里咲 5位 ×（0-2）準々決勝敗退
8月26日(土) テニス 女子 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 準々決勝 32 林 恵里奈、梶谷 桜舞 ○（2-0）準決勝進出
8月26日(土) テニス 混合 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ Round of 16 38 上杉 海斗、林 恵里奈 ○（2-0）準決勝進出
8月26日(土) バレーボール 女子：日本ーTPE 準決勝 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）決勝進出

8月26日(土) バスケットボール 女子：日本ーRUS 準決勝 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

○（84-63）決勝進出

8月26日(土) 卓　球 女子 ｼﾝｸﾞﾙｽ 予選ﾗｳﾝﾄﾞ 146 鈴木 李茄 1/32 Final 進出
1回戦: ○（3-0）
2回戦: ○（3-0）

8月26日(土) 卓　球 女子 ｼﾝｸﾞﾙｽ 予選ﾗｳﾝﾄﾞ 山本 怜 1/32 Final 進出
1回戦: ○（3-0）
2回戦: ○（3-0）

8月26日(土) 卓　球 女子 ｼﾝｸﾞﾙｽ 予選ﾗｳﾝﾄﾞ 池上 玲子 1/32 Final 進出
1回戦: ○（3-1）
2回戦: ○（3-0）

8月26日(土) 卓　球 男子 団体戦 決勝 32 大島 祐哉、森薗 政崇、吉田 雅
己、吉村 和弘、龍崎 東寅

2位 対CHI：×（0-3）

8月26日(土) 卓　球 女子 団体戦 決勝 32 成本 綾海、鈴木 李茄、池上 玲
子、山本 怜、安藤 みなみ

2位 対KOR：×（2-3）

8月26日(土) 野　球 男子 日本-CZE 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

○（8-1）
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8月26日(土) 武術太極拳 男子 太極剣 PoolA 11 村上 僚 9.43
8月26日(土) ゴルフ 男子 個人 Round 3 69 比嘉 一貴 Round3終了時:2位(Score:202)
8月26日(土) ゴルフ 男子 個人 Round 3 今野 大喜 Round3終了時:5位ﾀｲ(Score:208)
8月26日(土) ゴルフ 男子 個人 Round 3 金谷 拓実 Round3終了時:14位ﾀｲ(Score:215)

8月26日(土) ゴルフ 男子 団体 Round 3 21 金谷 拓実、比嘉 一貴、今野 大
喜

Round3終了時:1位(Score:406)

8月26日(土) ゴルフ 女子 個人 Round 3 58 芦沢 衣里 Round3終了時:6位ﾀｲ(Score:216)
8月26日(土) ゴルフ 女子 個人 Round 3 渕野 ひかる Round3終了時:8位ﾀｲ(Score:218)
8月26日(土) ゴルフ 女子 個人 Round 3 松田 なつき Round3終了時:20位ﾀｲ(Score:225)

8月26日(土) ゴルフ 女子 団体 Round 3 18 松田 なつき、渕野 ひかる、芦沢
衣里

Round3終了時:4位(Score:434)

8月25日(金) ローラースポーツ 男子 42.195kmﾏﾗｿﾝ 決勝 47 座間 天平 5位 1:07:15.466

8月25日(金) ローラースポーツ 男子 42.195kmﾏﾗｿﾝ 予選 加藤 勝己 9位 1:07:21.438

8月25日(金) ローラースポーツ 男子 42.195kmﾏﾗｿﾝ 予選 川畑 拳吾 14位 1:08:00.810

8月25日(金) ローラースポーツ 女子 42.195kmﾏﾗｿﾝ 決勝 41 吉野 友梨 18位 1:27:47.860

8月25日(金) ローラースポーツ 女子 42.195kmﾏﾗｿﾝ 予選 安髙 きら 25位 1:28:16.353

8月25日(金) ローラースポーツ 女子 42.195kmﾏﾗｿﾝ 予選 後藤 眞佑 26位 1:28:30.745

8月26日(土) ビリヤード 男子 9ﾎﾞｰﾙｼﾝｸﾞﾙ 準々決勝 16 鈴木 謙吾 ×（3-11)3位決定戦進出

3/3


