
競技 ｴﾝﾄﾘｰ数 選手名 成績 記録 備考

柔道 ○ 対アルデヤビ(クウェート) 一本/合技

○ 対シバンビライ(ラオス) 一本/内股

○ 対タナホーン(タイ) 一本/背負投

○ 対キム(韓国) 一本/背負投

○ 対ダバドルジ(モンゴル) 一本/肩車 金ﾒﾀﾞﾙ

○ 対ノルコビロフ(ウズベキスタン) GS指導2

○ 対シャレハ(シリア) 優勢/技有り・有効・指導3

○ 対ングイェン(ベトナム) 一本/大外刈

○ 対ダバスレン(モンゴル) 優勢/有効 金ﾒﾀﾞﾙ

○ 対ヤダフ(インド) 一本/合技

× 対バン(韓国) 一本/袖釣込腰 3位決定戦へ

○ 対アルマルディ(シリア) 一本/体落 銅ﾒﾀﾞﾙ

○ 対チャン(チャイニーズ・タイペイ) 一本/小外刈

○ 対アルディカン(クウェート) 一本/崩上四方

× 対クウォン(韓国) 優勢 銀ﾒﾀﾞﾙ

○ 対パンディニ(インドネシア) 一本/大内刈

○ 対イサコヴァ(キルギスタン) 不戦勝

○ 対テン(カザフスタン) 一本/崩上四方 金ﾒﾀﾞﾙ

○ 対タイザノヴァ(カザフスタン) 不戦勝

○ 対アングラエニ(インドネシア) 一本/払腰

○ 対アブドゥラハマノヴァ(ウズベキスタン) 一本/合技 金ﾒﾀﾞﾙ

○ 対プロテン(タイ) 一本/大内刈

○ 対シェケロヴァ(ウズベキスタン) 一本/内股

○ 対キム(韓国) 一本/合技 金ﾒﾀﾞﾙ

空手道 ○ 対ジャルバニ(パキスタン) 6-4

○ 対ラマサミー(マレーシア) 3-3(判定)

○ 対グザヤコネ(ラオス) 8-1

○ 対カセム(クウェート) 5-2

○ 対イ(韓国) 4-2 金ﾒﾀﾞﾙ

○ 対オスマン(シリア) 1-0

○ 対アミリ(アフガニスタン) 3-0 

○ 対ハディッド(ヨルダン) 3-1(延長)

○ 対ヌヤン(ベトナム) 9-1 金ﾒﾀﾞﾙ

○ 対ヌヤン(ベトナム) 9-4

○ 対ウォン(マカオ) 8-4

× 対アリハムウィ(シリア) 4-6 3位決定戦へ

○ 対イェン(ﾁｬｲﾆｰｽﾞﾀｲﾍﾟｲ) 15-7 銅ﾒﾀﾞﾙ

○ 対マハムット(マレーシア) 7-4

○ 対ジン(韓国) 8-3

○ 対アルサス(シリア) 10-2

○ 対サリム(インドネシア) 4-1 金ﾒﾀﾞﾙ

○ 対ヤング(韓国) 7-3

○ 対ナガコティ(ネパール) 8-0

○ 対ルー(ベトナム) 9-3

× 対チェン(中国) 2-3 銀ﾒﾀﾞﾙ

○ 対ソリアーノ(フィリピン) 5-0

○ 対フォマチャン(ラオス) 8-0

○ 対ブイ(ベトナム) 5-4

○ 対チャン(ホンコンチャイナ) 8-3 金ﾒﾀﾞﾙ

テコンドー ○ 対ウィン(ミャンマー) 1-0(延長)

× 対ハッサン(レバノン) 2-5 準決勝敗退 銅ﾒﾀﾞﾙ

ｳｪﾙﾀｰ78kg級 11 宮川 健太 9位 × 対バイクイエフ(ウズベキスタン) 1-2RSC 1回戦敗退

○ 対ソエ(ミャンマー) 4-0

× 対サンナリン(タイ) 0-1(延長) 準々決勝敗退

ﾊﾞﾝﾀﾑ55kg級 14 小林 穂菜美 9位 × 対クァン(チャイニーズ･タイペイ) 3-8 1回戦敗退

ムエ ○ 対サフー(インド) 判定(5-0)

× 対ホルムラトフ(ウズベキスタン) 判定(0-5) 準々決勝敗退

63.5kg級 9 髙橋 勝治 5位 × 対チャン(中国) 判定(0-5) 準々決勝敗退

GS ：ゴールデンスコア

RSC：Referee Stops Contest
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