
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 200m 決勝 57 山下 潤 4位 20.58／決勝、20.73／準決勝

陸上競技 男子 200m 決勝 染谷 佳大 11位 21.09／準決勝敗退

陸上競技 男子 5000m ラウンド1 18 館澤 亨次 14:19.84／予選　決勝進出

陸上競技 男子 110mハードル ラウンド1 26 泉谷 駿介 13.64／予選　準決勝進出

陸上競技 男子 400mハードル 決勝 28 豊田 将樹 4位 49.27／決勝

陸上競技 男子 やり投 決勝 21 長沼 元 7位 75.37m／決勝

陸上競技 女子 砲丸投 決勝 20 郡 菜々佳 13位 15.44m／予選敗退

水泳／水球 男子 M28:日本 - CRO 5-8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

○（17-16）

5-6位決定戦進出

水泳／水球 女子 W27:日本 - USA 5-8位決定戦

10

野田 茉波、川田代 悠花、和多田 飛鳥、

寺方 千晶、西山 風花、野々村 悠名、

井上 晏、風間 祐李、角田 楓佳、

工藤 恭子、羽角 萌香、山﨑 千夢、

岩野 夏帆

○（10-9）

5-6位決定戦進出

サッカー 男子 M20:日本 - ITA 準決勝

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

○（3-3 PK5-4）

決勝進出

テニス 男子 ダブルス準決勝 準決勝 31 島袋 将、伊藤 雄哉 3位 ×（0-2）準決勝敗退

テニス 女子 シングルス準々決勝 準々決勝 69 森崎 可南子 5位 ×（0-2）準々決勝敗退

テニス 女子 ダブルス準決勝 準決勝 29 佐藤 南帆、森崎 可南子 3位 ×（0-2）準決勝敗退

バレーボール 男子 M41:日本 - RUS 準々決勝

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

×（1-3）

5-8位決定戦へ

体操／新体操 個人総合 フープ&ボール 決勝① 32 柴山 瑠莉子 18.200／フープ、16.800／ボール

体操／新体操 個人 フープ 予選 32 柴山 瑠莉子 10位 18.200／予選敗退

体操／新体操 個人 ボール 予選 32 柴山 瑠莉子 14位 16.800／予選敗退

体操／新体操 団体総合（ボール5） 決勝①
8

川田 弥佑、塚原 青、岸本 美鈴、

圓山 芽生、山脇 陽菜
20.750 

体操／新体操 団体 ボール5 予選
8

川田 弥佑、塚原 青、岸本 美鈴、

圓山 芽生、山脇 陽菜
20.750／予選　決勝進出

セーリング 混合 団体 予選④

16
西坂 惇之、田原 建人、浅川 雄基、

水石 さおり、𠮷富 愛

12～16ﾚｰｽまで終了（2位、2位、2位、

4位、8位）

決勝進出

アーチェリー 男子 リカーブ 団体 準決勝 26 戸松 大輔、石井 佑汰 6位 ラウンド1/4敗退

アーチェリー 女子 リカーブ 団体 準決勝 22 堀口 理沙、山内 梓 9位 ラウンド1/8敗退

アーチェリー 混合 リカーブ 団体 準決勝 30 石井 佑汰、堀口 理沙 決勝進出

アーチェリー 混合 コンパウンド 団体 準決勝 21 岸 亮輔、根建 彩香 17位 ラウンド1/12敗退
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