
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29日(火) 水泳/水球 女子 日本ーRUS 3位決定戦 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

3位 ○（12-11）

8月29日(火) サッカー 男子 日本ーFRA 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

1位 ○（1-0）

テニス 男子団体 Classification 40 伊藤 雄哉、今井 慎太郎、上杉
海斗

2位

女子団体 Classification 37 牛島 里咲、加治 遥、林 恵里
奈、梶谷 桜舞

3位

8月29日(火) 混合 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 決勝 38 上杉 海斗、林 恵里奈 1位 ○（2-0）
8月29日(火) バレーボール 男子 日本ーUKR 3位決定戦 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位 ○（3-1）

8月29日(火) 体操/新体操 種目別/ﾘﾎﾞﾝ 決勝 8 立澤 孝菜 3位 14.600
8月29日(火) 体操/新体操 女子 種目別/ﾘﾎﾞﾝ (Competition III) Final-Ribbon 河崎 羽珠愛 5位 14.050
8月29日(火) 体操/新体操 種目別/ﾌｰﾌﾟ 決勝 8 立澤 孝菜 4位 16.100
8月29日(火) 体操/新体操 女子 種目別/ﾌｰﾌﾟ (Competition III) Final- Hoop 河崎 羽珠愛 8位 13.100
8月29日(火) 体操/新体操 種目別/ｸﾗﾌﾞ 決勝 8 立澤 孝菜 5位 15.250
8月29日(火) 体操/新体操 団体（ﾌｰﾌﾟ5） 決勝 8 佐藤 彩乃、成松 由加理、近藤

奈菜、堀 七瀬、森野 夏海、小
野 明日香

2位 17.350

8月29日(火) 体操/新体操 団体（ﾎﾞｰﾙ3＋ﾛｰﾌﾟ2） 決勝 8 佐藤 彩乃、成松 由加理、近藤
奈菜、堀 七瀬、森野 夏海、小
野 明日香

4位 15.500
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8月29日(火) バスケットボール 男子 ROUー日本 Places 19th-20th 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

20位 ×（75-87）

卓　球 男子 ｼﾝｸﾞﾙｽ 決勝 158 森薗 政崇 1位 ○（4-1）
準決勝 ○（4-1）

8月29日(火) バドミントン 男子 ｼﾝｸﾞﾙｽ 決勝 83 西本 拳太 2位 ×（0-2）
準決勝 ○（2-0）

8月29日(火) バドミントン 男子 ｼﾝｸﾞﾙｽ 準決勝 五十嵐 優 3位 ×（0-2）準決勝敗退
8月29日(火) バドミントン 男子 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 決勝 52 玉手 勝輝、三橋 健也 2位 ×（0-2）

準決勝 ○（2-1）
8月29日(火) バドミントン 女子 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 準決勝 57 加藤 美幸、柏原 みき 3位 ×（0-2）
8月29日(火) 野　球 男子 日本ーUSA 決勝 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

1位 ○（10-0）

8月29日(火) 武術太極拳 男子 刀術 & 棍術 決勝（棍術） 8 小松 資 4位 Total: 18.65（棍術:9.36）
8月29日(火) 武術太極拳 男子 南拳 & 南棍 決勝（南拳） 12 朝山 義隆 3位 Total: 18.74（南拳:9.44）
8月29日(火) 武術太極拳 女子 剣術 & 槍術 決勝（槍術） 8 本多 彩夏 4位 Total: 18.62（槍術:9.28）
8月29日(火) ビリヤード 男子 9ﾎﾞｰﾙﾀﾞﾌﾞﾙｽ 決勝 8 宍戸 隆之、鈴木 謙吾 2位 ×（4-10）

準決勝 ○（11-9）
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