
競技／種目 種目 プログラム エントリー数 日本代表選手団 出場選手 成　績 備考

水泳／競泳 男子 400m 自由形 決勝 39 吉田 啓祐 1位 3:49.48／決勝、3:50.36／予選

水泳／競泳 男子 400m 自由形 決勝 吉田 惇哉 16位 3:54.48　予選敗退

水泳／競泳 男子 100m 背泳ぎ 準決勝 62 細川 公平 29位 56.00　予選敗退

水泳／競泳 男子 100m 背泳ぎ 準決勝 内藤 良太 33位 56.24　予選敗退

水泳／競泳 男子 100m 平泳ぎ 準決勝 65 日本 雄也 59.92／準決勝、1:00.16／予選　決勝進出

水泳／競泳 男子 100m 平泳ぎ 準決勝 塩入 龍斗 34位 1:03.24　予選敗退

水泳／競泳 男子 50m バタフライ 準決勝 63 田中 優弥 23.61／準決勝、23.98／予選　決勝進出

水泳／競泳 男子 50m バタフライ 準決勝 幌村 尚 14位 24.14／準決勝、24.15／予選　準決勝敗退

水泳／競泳 男子 4×100m フリーリレー 決勝
20

松井 浩亮、坂井 孝士郎、関 海哉、

川根 正大、溝畑 樹蘭
4位 3:16.38／決勝、3:17.95／予選

水泳／競泳 女子 200m 背泳ぎ 準決勝 27 古林 毬菜 2:13.19／準決勝、2:13.62／予選　決勝進出

水泳／競泳 女子 50m バタフライ 準決勝 57 山本 茉由佳 26.74／準決勝、26.76／予選　決勝進出

水泳／競泳 女子 50m バタフライ 準決勝 相馬 あい 26.55／準決勝、26.73／予選　決勝進出

水泳／競泳 女子 400m 個人メドレー 決勝 27 柏崎 清花 5位 ／決勝、4:42.86／予選

水泳／競泳 女子 4×100m フリーリレー 決勝

12
西津 亜紀、渡部 香生子、山本 茉由佳、

持田 早智、今井 月
2位 3:41.74／決勝、3:44.02／予選

水泳／水球 男子 M07:日本 - オーストラリア 予選

10

西村 永遠、小椋 裕介、稲場 航平、

伊達 清武、小林 健太、鈴木 透生、

宮澤 拓夢、蔭田 渉吾、新田 一景、

蔦 奎弥、相澤 涼介、市村 朋也、

水谷 瞬也

×（14-15）2敗

体操／体操 男子 団体総合 決勝 8 谷川 翔、萱 和磨、谷川 航 1位 172.85

体操／体操 男子 個人総合 予選 53 谷川 翔 84.900　決勝進出

体操／体操 男子 個人総合 予選 萱 和磨 86.600　決勝進出

体操／体操 男子 個人総合 予選 谷川 航 84.400　予選敗退

バスケットボール 女子 W09:日本 - ハンガリー 予選

16

松本 愛美、髙田 静、田中 真美子、

渡部 友里奈、アイメレク モニィーク、

永田 萌絵、軸丸 ひかる、岡田 英里、

中田 珠未、佐坂 樹、藤本 愛妃、

佐藤 由璃果

○（72-54）2勝

卓球 男子 団体 予選

24
定松 祐輔、坪井 勇磨、五十嵐 史弥、

酒井 明日翔

予選ラウンド

対 SUI ○（3-0）1勝

対 POL ○（3-0）2勝

卓球 女子 団体 予選

22
安藤 みなみ、前瀧 初音、笹尾 明日香、

瀬山 咲希

予選ラウンド

対 ITA ○（3-0）1勝

対 USA ○（3-0）2勝

フェンシング 男子 個人 サーブル 決勝 69 星野 剣斗 25位 ラウンド32敗退

フェンシング 男子 個人 サーブル 決勝 清水 紀宏 27位 ラウンド32敗退

フェンシング 男子 個人 サーブル 決勝 渡邊 裕斗 57位 予選リーグ敗退

フェンシング 女子 個人 エペ 決勝 76 登坂 梨乃 53位 ラウンド64敗退

フェンシング 女子 個人 エペ 決勝 金氣 愛華 56位 ラウンド64敗退

フェンシング 女子 個人 エペ 決勝 德嶌 沙恵 60位 予選リーグ敗退

柔道 男子 90kg級 決勝 37 田嶋 剛希 3回戦敗退

柔道 男子 90kg超級 決勝 31 中野 寛太 2位

柔道 女子 70kg級 決勝 28 田中 志歩 1位

柔道 女子 70kg超級 決勝 24 秋場 麻優 2位

射撃／ライフル射撃 女子 10mエアライフル 個人 決勝 72 平田 しおり 624.7　予選敗退

射撃／ライフル射撃 女子 10mエアライフル 個人 決勝 堀之内 愛 616.8　予選敗退

射撃／ライフル射撃 女子 10mエアライフル 個人 決勝 中口 遥 614.7　予選敗退
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