
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 決勝 54 宮本 大輔 7位 10.43／決勝、10.37／準決勝

陸上競技 男子 100m 決勝 デーデー ブルーノ 11位 10.50／準決勝敗退

陸上競技 男子 400m 準決勝 54 河内 光起 46.05／準決勝　決勝進出

陸上競技 男子 400m 準決勝 北谷 直輝 46.57／準決勝　決勝進出

陸上競技 男子 10000m 決勝 21 阿部 弘輝 2位 29:30.01

陸上競技 男子 10000m 決勝 西山 和弥 8位 30:10.65

陸上競技 男子 400mハードル ラウンド1 28 豊田 将樹 50.67／予選　準決勝進出

陸上競技 男子 400mハードル ラウンド1 井上 駆 50.88／予選　準決勝進出

陸上競技 男子 3000m障害 ラウンド1 20 阪口 竜平 8:49.50／予選　決勝進出

陸上競技 男子 やり投 予選 21 長沼 元 73.66m／予選　決勝進出

陸上競技 男子 やり投 予選 A 坂本 達哉 71.27m／予選敗退

陸上競技 女子 800m 準決勝 37 塩見 綾乃 11位 2:03.73／準決勝敗退

陸上競技 女子 走幅跳 決勝 33 高良 彩花 12位 6.10m

水泳／競泳 男子 50m 自由形 準決勝 66 松井 浩亮 22.17／準決勝、22.30／予選　決勝進出

水泳／競泳 男子 50m 自由形 準決勝 坂井 孝士郎 22.80／予選敗退

水泳／競泳 男子 100m バタフライ 決勝 53 石川 愼之助 1位 52.05／決勝

水泳／競泳 男子 100m バタフライ 決勝 田中 優弥 5位 52.32／決勝

水泳／競泳 男子 4×200m フリーリレー 決勝 
14

関 海哉、吉田 啓祐、中村 海渡、

溝畑 樹蘭、井狩 裕貴
6位 7:18.97／決勝、7:18.56 ／予選

水泳／競泳 女子 50m 自由形 準決勝 56 山本 茉由佳 25.97／予選敗退

水泳／競泳 女子 50m 自由形 準決勝 西津 亜紀 26.15／予選敗退

水泳／競泳 女子 800m 自由形 決勝 17 小堀 倭加 1位 8:34.30／決勝

水泳／競泳 女子 800m 自由形 決勝 佐藤 千夏 3位 8:38.19／決勝

水泳／競泳 女子 50m 平泳ぎ 準決勝 51 深澤 舞 31.69／準決勝、31.69／予選　準決勝敗退

水泳／競泳 女子 50m 平泳ぎ 準決勝 岸 愛弓 32.16／予選敗退

水泳／競泳 女子 200m バタフライ 準決勝 19 持田 早智 2:11.14／準決勝、2:11.55／予選　決勝進出

水泳／水球 男子 M21:日本 - GBR 順位決定戦

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

○（18-10）

準々決勝進出

サッカー 男子 M16:日本 - KOR 準々決勝

12

阿部 航斗、オビ パウエルオビンナ、

田中 駿汰、本村 武揚、中村 帆高、

山川 哲史、山原 怜音、角田 涼太朗、

森下 龍矢、三苫 薫、紺野 和也、

金子 拓郎、山本 悠樹、高嶺 朋樹、

明本 考浩、児玉 駿斗、林 大地、

旗手 怜央、小柏 剛、上田 綺世

○（2-0）

準決勝進出

テニス 男子 シングルス ラウンド16 予選 75 島袋 将 ×（1-2）ラウンド16敗退

テニス 男子 シングルス ラウンド16 予選 伊藤 雄哉 ×（0-2）ラウンド16敗退

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

テニス 女子 シングルス ラウンド16 予選 森崎 可南子 ○（2-1）準々決勝進出

テニス 混合 ダブルス ラウンド32 予選 31 島袋 将、佐藤 南帆 ○（2-0）ラウンド16進出

バレーボール 男子 M37:日本 - アルゼンチン 予選

20

新井 雄大、梅本 鈴太郎、永露 元稀、

小川 智大、樫村 大仁、勝岡 将斗、

郡 浩也、小林 光輝、高梨 健太、

樋口 裕希、宮浦 健人、村山 豪

○（3-0）準々決勝進出

バレーボール 女子 W27:日本 - ドイツ 準々決勝

16

井上 愛里沙、杉 郁香、澤田 由佳、

古谷 ちなみ、貞包 里穂、髙相 みな実、

及川 真夢、田中 咲希、松井 珠己、

横田 真未、志摩 美古都、池谷 優佳

○（3-0）準決勝進出

セーリング 混合 団体 予選②

16
西坂 惇之、田原 建人、浅川 雄基、

水石 さおり、𠮷富 愛

5～7ﾚｰｽまで終了

（4位、8位、6位）

※予選は全16ﾚｰｽ実施
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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

卓球 男子 シングルス ラウンド32 75 定松 祐輔 ラウンド16進出

卓球 男子 シングルス ラウンド2 五十嵐 史弥 ラウンド16進出

卓球 男子 シングルス ラウンド2 坪井 勇磨 ラウンド32敗退

卓球 男子 シングルス ラウンド2 酒井 明日翔 ラウンド64敗退

卓球 女子 シングルス ラウンド32 69 安藤 みなみ ラウンド16進出

卓球 女子 シングルス ラウンド1 前瀧 初音 ラウンド16進出

卓球 女子 シングルス ラウンド1 笹尾 明日香 ラウンド16進出

卓球 女子 シングルス ラウンド1 瀬山 咲希 ラウンド32敗退

卓球 男子 ダブルス 準々決勝 43 定松 祐輔、坪井 勇磨 準決勝進出

卓球 男子 ダブルス 準々決勝 五十嵐 史弥、酒井 明日翔 準決勝進出

卓球 女子 ダブルス 準々決勝 40 安藤 みなみ、笹尾 明日香 準決勝進出

フェンシング 男子 団体 フルーレ 決勝 16 永野 雄大、安部 慶輝、上野 優斗 5位 準々決勝敗退

フェンシング 女子 団体 サーブル 決勝 13 脇田 樹魅、小林 かなえ、月野 敬子 8位 準々決勝敗退

射撃／クレー射撃 女子 スキート 個人 決勝 16 折原 梨花 4位 28／決勝、64／予選

アーチェリー 男子 リカーブ 個人 ランキングラウンド 63 戸松 大輔 649　決勝トーナメント進出

アーチェリー 男子 リカーブ 個人 ランキングラウンド 石井 佑汰 658  決勝トーナメント進出

アーチェリー 男子 コンパウンド 個人 ランキングラウンド 46 岸 亮輔 681　決勝トーナメント進出

アーチェリー 女子 リカーブ 個人 ランキングラウンド 56 堀口 理沙 629　決勝トーナメント進出

アーチェリー 女子 リカーブ 個人 ランキングラウンド 山内 梓 622　決勝トーナメント進出

アーチェリー 女子 コンパウンド 個人 ランキングラウンド 38 根建 彩香 654　決勝トーナメント進出

テコンドー 男子 68㎏ 決勝 41 鈴木 リカルド ラウンド32敗退

テコンドー 女子 57㎏ 決勝 32 平林 霞 ラウンド16敗退
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