
開始 終了

13:00 － 15:00 アーチェリー 男子個人ランキングラウンド 河田悠希（44回生/卒）

20:00 － 23:00

8:30 － 16:30 ライフル射撃 女子10mエアライフル個人本選 平田しおり（49回生/現）

9:30 － 17:25 アーチェリー 混合団体１回戦〜決勝 河田悠希（44回生/卒）
【フジテレビ系】9：30～12：05
【NHK BS1】14：20～15：30

有り

9:30 － 13:15 ホッケー
男子予選リーグ - グループA
日本 対 オーストラリア

山﨑晃嗣（45回生/卒）
(福田健太郎（45回生/卒）)

【NHK BS1】9：10～11：00
【NHK Eテレ】12：25～14：25

有り

9:40 － 10:20 バドミントン
シングルス予選　グ ループL コート1
対SHAHZAD Mahoor

山口茜（43回生/現） 有り

19:30 － 23:00 ハンドボール
男子予選リーグ - グループB
日本 対 デンマーク

部井久アダム勇樹（47回生/現） 【NHK BS1】21：30～23：00 有り

9:00 － 16:20 フェンシング
女フルーレ個人/男エぺ個人
１回〜準々決

東晟良（45回生/卒）
加納虹輝（48回生/現）

有り

18:00 － 22:10 フェンシング
女子フルーレ個人/男子エぺ
準決勝　決勝

東晟良（45回生/卒）
加納虹輝（48回生/現）

有り

19:00 － 22:45 ホッケー
男子予選リーグ - グループA
日本 対 アルゼンチン

山﨑晃嗣（45回生/卒）
(福田健太郎（45回生/卒）)

有り

9:00 － 12:00 7人制ラグビー
男子予選リーグ - グループB
日本 対 フィジー

石田吉平（49回生/現）
（野口宜裕（47回生/卒））

【NHK BS4K】8：55～9：30
【NHK BS1】録画11:30頃～12：00

有り

9:30 － 17:25 アーチェリー 男子団体１回戦〜決勝 河田悠希（44回生/卒） 【NHK BS1】12：05～13：55 有り

16:30 － 19:30 7人制ラグビー
男子予選リーグ - グループB
日本 対 イギリス

石田吉平（49回生/現）
（野口宜裕（47回生/卒））

【NHK Eテレ】18：00～18：55 有り

19:30 － 23:00 ハンドボール
男子予選リーグ - グループB
日本 対 スウェーデン

部井久アダム勇樹（47回生/現） 【NHK BS1】21：30～23：00 有り

21:00 － 23:00 バスケットボール
男子予選リーグ - グループＣ
日本 対 スペイン

八村塁（45回生/卒）
【NHK Eテレ】21:00～22：50（20：45～21：
00サブch）

有り

9:00 － 12:00 7人制ラグビー
男子予選リーグ - グループB
日本 対 カナダ

石田吉平（49回生/現）
（野口宜裕（47回生/卒））

【NHK BS4K】8：55～10：00 有り

9:00 － 16:30 ライフル射撃 混合10mエアライフル団体本選 平田しおり（49回生/現）

9:30 － 13:15 ホッケー
男子予選リーグ - グループA
日本 対 ニュージーランド

山﨑晃嗣（45回生/卒）
(福田健太郎（45回生/卒）)

【NHK BS1】11：35～13：15 有り

9:30 － 19:55 アーチェリー 男子個人1・２回戦 河田悠希（44回生/卒） 有り

12:00 － 18:00 セーリング 男子49er級 小泉維吹（43回生/現） 有り

16:30 － 19:30 7人制ラグビー
男子9-12位決定戦
男子準々決勝

石田吉平（49回生/現）
（野口宜裕（47回生/卒））

【NHK Eテレ】18：00～19：40
※日本進出のとき

有り

9:00 － 12:00 7人制ラグビー
男子
順位決定・準決勝

石田吉平（49回生/現）
（野口宜裕（47回生/卒））

【NHK Eテレ】08:55～11:30 有り

9:30 － 18:40 アーチェリー 男子個人1・２回戦 河田悠希（44回生/卒） 有り

12:00 － 18:00 セーリング 男子49er級 小泉維吹（43回生/現） 有り

13:50 － 16:00 ウエイトリフティング 男子 73キロ級 グループ B 宮本昌典（46回生/現） 宮本さんがグループA・Bどちらかは不明 有り

14:15 － 17:45 ハンドボール
男子予選リーグ - グループB
日本 対 エジプト

部井久アダム勇樹（47回生/現） 【NHK Eテレ】14：05～15：45 有り

16:30 － 19:00 7人制ラグビー
男子
順位決定・決勝

石田吉平（49回生/現）
（野口宜裕（47回生/卒））

【NHK BS1】16：25～18：30
【TBS系】16：30～19：15

有り

18:30 － 22:15 ホッケー
男子予選リーグ - グループA
日本 対 スペイン

山﨑晃嗣（45回生/卒）
(福田健太郎（45回生/卒）)

有り

19:50 － 22:00 ウエイトリフティング 男子 73キロ級 グループ A 宮本昌典（46回生/現） 宮本さんがグループA・Bどちらかは不明 有り

ライブ配信
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7/24 土

7/23 金

　　　　　東京オリンピック2020　財団生出場予定

7/25 日

7/26 月

7/28 水
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9:00 － 12:00 7人制ラグビー
女子予選リーグ - グループC
日本 対 オーストラリア

平野優芽（48回生/現） 【NHK Eテレ】9：00～10：55 有り

9:00 － 15:30 バドミントン
女子シングルス
1回戦

山口茜（43回生/現）
【NHK 総合】15:40～16:50
【NHK BS4K】15:40～16:50

10:00 － 12:00 自転車競技
女子BMXレーシング
準々決勝

畠山紗英（46回生/卒） 【NHK Eテレ】14：30～15：45

10:50 － 16:25 フェンシング
女フルーレ団体
１回〜準決・順位決定

東晟良（45回生/現）
（辻すみれ（49回生/現））

【NHK BS1】17：05～18：20 有り

9:30 － 18:40 アーチェリー 男子個人1・２回戦 河田悠希（44回生/卒） 有り

13:40 － 15:40 バスケットボール
男子予選リーグ - グループＣ
日本 対 スロベニア

八村塁（45回生/卒）
【NHK総合】13：05～15：40
【NHK BS4K】13：05～15：40

有り

16:30 － 19:30 7人制ラグビー
女子予選リーグ - グループC
日本 対 アメリカ

平野優芽（48回生/現） 【NHK Eテレ】17：55～終了時間未定 有り

18:30 － 21:30 フェンシング
女フルーレ団体
3位決定・決勝

東晟良（45回生/現）
（辻すみれ（49回生/現））

有り

9:00 － 12:00 7人制ラグビー
女子予選リーグ - グループC
日本 対 中国

平野優芽（48回生/現） 【NHK Eテレ】9：00～10：55 有り

9:00 － 12:30 ハンドボール
男子予選リーグ - グループB
日本 対 バーレーン

部井久アダム勇樹（47回生/現） 有り

9:00 － 21:30 バドミントン
女子シングルス
準々決勝

山口茜（43回生/現）

【NHK総合】8：55～12：45（11：54～12：20
サブch）/14：30～終了時間未定
【NHK BS4K】8：55～12：45
【NHK BS1】15：25～21：30

10:00 － 12:00 自転車競技
女子BMXレーシング
決勝

畠山紗英（46回生/卒）
【NHK BS1】9：55～12：20
【NHK Eテレ】13：10～14：10

10:00 － 15:20 フェンシング
男エペ団体
1回〜準決・順位決定

加納虹輝（48回生/現） 有り

12:00 － 18:00 セーリング 男子49er級 小泉維吹（43回生/現） 有り

13:00 － 15:30 トランポリン
女子
予選〜決勝

森ひかる（47回生/現） 【NHK BS1】12：25～15：25

16:30 － 19:30 7人制ラグビー
女子9-12位決定戦
女子準々決勝

平野優芽（48回生/現） 有り

18:30 － 20:40 フェンシング
男エペ団体
3位決定・決勝

加納虹輝（48回生/現） 【フジテレビ系】18：00～20：54

18:30 － 22:15 ホッケー
男子予選リーグ - グループA
日本 対 インド

山﨑晃嗣（45回生/卒）
(福田健太郎（45回生/卒）)

有り

9:00 － 19:00 7人制ラグビー
女子
順位決定 準決勝・決勝

平野優芽（48回生/現） 有り

9:30 － 17:20 アーチェリー
男子個人３回戦
準々〜決勝

河田悠希（44回生/卒） 【NHK BS1】15：15～16：50 有り

10:00 － 15:20 フェンシング
女サーブル団体
１回〜準決・順位決定

（福島史帆実（46回生/卒）） 有り

12:00 － 17:10 ライフル射撃 女子50ライフル３姿勢個人本選 平田しおり（49回生/現）

12:00 － 18:00 セーリング 男子49er級 小泉維吹（43回生/現） 有り

12:30 － 18:00 テニス
女子シングルス
3位決定戦／決勝

日比野奈緒（助成対象/卒）

【NHK総合】12：30～18：00※日本人選手
出場のとき
【NHK BS4K】12：30～18：00※日本人選
手出場のとき

18:00 － 23:00 バドミントン
女子シングルス
準決勝

山口茜（43回生/現）
【NHK Eテレ】18：00～23：00（午後19：55
～20：00サブch）
【NHK BS8K】19：15～23：00

18:30 － 20:40 フェンシング
女サーブル団体
3位決定・決勝

（福島史帆実（46回生/卒）） 有り

19:00 － 21:55 陸上 男子走り幅跳び予選 橋岡優輝（49回生/現） 【日本テレビ系】18：30～22：00 有り

7/31 土

7/30 金

木7/29
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開始 終了

ライブ配信
備考

（本人出場時間/TV放送予定等）
※7/21現在

出場者
（）内は補欠等

競技 種目

時間

日程
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9:00 － 16:00 フェンシング
男フルーレ団体
１回〜準決・順位決定

（永野雄大（45回生/卒）） 【NHK BS1】15：45～16：55 有り

9:00 － 12:30 ハンドボール
男子予選リーグ - グループB
日本 対 ポルトガル

部井久アダム勇樹（47回生/現） 有り

9:30 － 22:45 ホッケー 男子準々決勝
山﨑晃嗣（45回生/卒）
(福田健太郎（45回生/卒）)

有り

13:40 － 15:40 バスケットボール
男子予選リーグ - グループＣ
日本 対 アルゼンチン

八村塁（45回生/卒） 【NHK BS1】13：30～15：40 有り

18:30 － 21:20 フェンシング
男フルーレ団体
3位決定・決勝

（永野雄大（45回生/卒）） 【NHK BS1】15：45～16：55 有り

20:30 － 23:00 バドミントン
女子シングルス
決勝・3位決定

山口茜（43回生/現）

【NHK総合】18：05～終了時間未定
【日本テレビ系】20：30～23：00
【NHK BS1】21：30～0：00
※日本人選手出場のとき

10:20 － 11:55 陸上 男子走り幅跳び決勝 橋岡優輝（49回生/現）
【フジテレビ系】9：00～11:55
【BSフジ4K】9：00～11:55
【NHK BS1】8：55～11：55

有り

12:00 － 18:00 セーリング 男子49er級メダルレース 小泉維吹（43回生/現） 有り

9:20 － 12:35 陸上
女子やり投げ予選
Aグループ0920〜Bグループ1050〜

北口榛花（46回生/現）
【TBS系】8：00～12：35
【NHK BS8K】9：00～13：00

有り

9:30 － 22:45 ハンドボール 男子準々決勝 部井久アダム勇樹（47回生/現） 【NHK Eテレ】13：20～15：45 有り

10:00 － 23:00 バスケットボール 男子準々決勝 八村塁（45回生/卒）
【NHK総合】13：05～15：40
【NHK BS4K】13：05～15：40

有り

10:30 － 20:45 ホッケー 男子準決勝
山﨑晃嗣（45回生/卒）
(福田健太郎（45回生/卒）)

有り

8/4 水 －

10:00 － 15:05 陸上 女子100mリレー予選 助成女性リレー 【TBS系】8：00～15：05 有り

10:30 － 12:15 ホッケー 男子3位決定戦
山﨑晃嗣（45回生/卒）
(福田健太郎（45回生/卒）)

有り

13:15 － 22:00 バスケットボール 男子準決勝 八村塁（45回生/卒） 【NHK BS1】15：10～16：50 有り

17:00 － 23:00 ハンドボール 男子準決勝 部井久アダム勇樹（47回生/現） 有り

19:00 － 21:10 ホッケー 男子決勝
山﨑晃嗣（45回生/卒）
(福田健太郎（45回生/卒）)

有り

15:30 － 19:15 自転車競技 女子マディソン 梶原悠未（46回生/現） 有り

20:50 － 22:55 陸上
女子やり投げ決勝
女子100mリレー決勝

北口榛花（46回生/現）
助成女性リレー

【NHK BS8K】19：45～22：55
【テレビ朝日系】19：50～23：00
【NHK BS1】21：30～23：00

有り

11:30 － 13:30 バスケットボール 男子決勝 八村塁（45回生/卒）
【NHK BS1】11：20～13：30
【NHK Eテレ】18：00～19：55

有り

17:00 － 19:00 ハンドボール 男子3位決定戦 部井久アダム勇樹（47回生/現） 有り

20:00 － 10:30 バスケットボール 男子3位決定戦 八村塁（45回生/卒） 有り

21:00 － 23:30 ハンドボール 男子決勝 部井久アダム勇樹（47回生/現） 有り

10:00 － 13:15 自転車競技 女子オムニアム 梶原悠未（46回生/現）
【NHK総合】9：30～13：00（11：54～12：15
サブch）
【NHK BS4K】9：30～13：00

20:00 － 23:00 閉会式

8/2 月

8/3 火

8/1 日

8/8 日

8/7 土

8/6 金

8/5 木
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