
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

陸上競技 男子 100m 予選 54 宮本 大輔 10.41 ／予選　準決勝進出

陸上競技 男子 100m ラウンド2 デーデー ブルーノ 10.42 ／予選　準決勝進出

陸上競技 男子 400m 予選 54 河内 光起 46.67／予選　準決勝進出

陸上競技 男子 400m ラウンド1 北谷 直輝 47.55／予選　準決勝進出

陸上競技 男子 1500m 予選 館澤 亨次 15位 3:49.96／予選敗退

陸上競技 女子 100m 予選 59 湯淺 佳那子 31位 11.92／予選敗退

陸上競技 女子 100m ラウンド1 福田 真衣 35位 11.99／予選敗退

陸上競技 女子 800m 予選 37 塩見 綾乃 2:06.77／予選　準決勝進出

陸上競技 女子 10000m 決勝 五島 莉乃 2位 34:04.65 

陸上競技 女子 10000m 決勝 関谷 夏希 3位 34:05.84 

陸上競技 女子 走幅跳 予選 高良 彩花 6.22m／予選　決勝進出

陸上競技 女子 円盤投 予選 29 郡 菜々佳 16位 50.53m／予選敗退

陸上競技 女子 円盤投 予選 A 齋藤 真希 18位 50.08m／予選敗退

陸上競技 女子 やり投 予選 23 北口 榛花 57.91m／予選　決勝進出

水泳／競泳 男子 200m 背泳ぎ 準決勝 41 内藤 良太 19位 2:02.79／予選敗退

水泳／競泳 男子 50m 平泳ぎ 準決勝
64 塩入 龍斗 12位

27.86／準決勝

27.67／予選　準決勝敗退

水泳／競泳 男子 50m 平泳ぎ 準決勝
日本 雄也 13位

27.93／準決勝

27.77／予選　準決勝敗退

水泳／競泳 男子 100m バタフライ 準決勝
53 田中 優弥

52.26／準決勝

52.44／予選　決勝進出

水泳／競泳 男子 100m バタフライ 準決勝
石川 愼之助

52.33／準決勝

52.45／予選　決勝進出

水泳／競泳 女子 200m 自由形 準決勝
35 柏崎 清花 15位

2:03.69／準決勝

2:03.14／予選　準決勝敗退

水泳／競泳 女子 800m 自由形 予選 17 佐藤 千夏 8:43.14／予選　決勝進出

水泳／競泳 女子 800m 自由形 予選 小堀 倭加 8:43.03／予選　決勝進出

水泳／競泳 女子 50m 背泳ぎ 準決勝
42 古林 毬菜 15位

29.22／準決勝

28.95／予選　準決勝敗退

水泳／競泳 女子 200m 平泳ぎ 決勝 35 渡部 香生子 3位 2:24.18／決勝

水泳／競泳 女子 100m バタフライ 決勝 46 相馬 あい 4位 58.89／決勝

水泳／飛込 男子 10m高飛込 決勝
22 山田 周汰 4位

398.30／決勝

400.85／準決勝

水泳／飛込 男子 10m高飛込 決勝
荒木 宥図 11位

324.80／決勝

346.90／準決勝

水泳／飛込 男子 団体 決勝
18

大塚 千誠、山田 周汰、長谷川 英治、

荒木 宥図、須山 晴貴
6位  2452.30 

女子 団体 決勝 15 若林 佑希子 11位  690.78 

水泳／飛込 混合 団体 決勝 11 須山 晴貴、若林 佑希子 11位 275.65／決勝

サッカー 女子 W16:日本 - カナダ 準々決勝

12

福田 まい、米澤 萌香、工藤 真子、

東 菜月、常田 菜那、石田 菜々海、

久保 真理子、関口 真衣、奥津 礼菜、

今田 怜那、今井 裕里奈、原 優香、

茨木 美都葉、鈴木 日奈子、村上 真帆、

松本 茉奈加、小山 由梨奈、大内 梨央、

千葉 玲海菜、今田 紗良

○（3-0）

準決勝進出

テニス 男子 シングルス ラウンド32 予選 75 島袋 将 ○（2-0）ラウンド16進出

テニス 男子 ダブルス ラウンド16 予選 31 島袋 将、伊藤 雄哉 ○（2-0）準々決勝進出

テニス 女子 シングルス ラウンド32 予選 69 佐藤 南帆 ○（2-0）ラウンド16進出

テニス 女子 ダブルス ラウンド16 予選 29 佐藤 南帆、森崎 可南子 ○（2-0）準々決勝進出

バスケットボール 女子 日本 - USA 準決勝

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

×（84-89）

3位決定戦へ

セーリング 混合 団体 決勝①
16

西坂 惇之、田原 建人、浅川 雄基、

水石 さおり、𠮷富 愛
21P

卓球 男子 ダブルス ラウンド32 43 定松 祐輔、坪井 勇磨 ○（3-0）ラウンド16進出

卓球 男子 ダブルス ラウンド2 五十嵐 史弥、酒井 明日翔 ○（3-1）ラウンド16進出

卓球 女子 ダブルス ラウンド32 40 安藤 みなみ、笹尾 明日香 ○（3-0）ラウンド16進出

卓球 女子 ダブルス ラウンド2 前瀧 初音、瀬山 咲希 ×（2-3）ラウンド32敗退

卓球 混合 ダブルス 準決勝 38 坪井 勇磨、安藤 みなみ ラウンド16敗退

卓球 混合 ダブルス 準決勝 五十嵐 史弥、笹尾 明日香 5位 準々決勝敗退
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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

フェンシング 男子 団体 エペ 決勝 21 村山 健太郎、中村 哲也、安 雅人 10位 ラウンド16敗退

フェンシング 女子 団体 フルーレ 決勝 11 森 千絢、東 莉央、狩野 愛巳 6位 準々決勝敗退

射撃／ライフル射撃 混合 10mエアライフル 団体 決勝 24 遠藤 雅也、平田 しおり 予選敗退

射撃／クレー射撃 女子 スキート 個人 予選 16 折原 梨花 64（25,18,21）
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