
Universiade TAIPEI 2017
開催期間 2017.08.19～30

大会公式HP https://www.2017.taipei/

JOC特設サイト http://www.joc.or.jp/games/univ/2017_summer/

チケット購入 https://tickets.2017.taipei/

競技種目 (公式HP最新情報リンク) ★早稲田選手、スタッフ参加種目

陸上競技 ★ バスケットボール ★ 飛び込み フェンシング ★ サッカー ★

体操 ★ 新体操 ★ 柔道 競泳 ★ 卓球 ★

テコンドー テニス ★ バレーボール ★ 水球 ★ アーチェリー ★

バドミントン 野球 ゴルフ ローラースケート ウエイトリフティング ★

武術 ビリヤード 　

早稲田選手・スタッフ参加競技種目と日程
早稲田選手・スタッフ概要

【ご注意下さい】

　本情報は7月末時点の確定分のみ記載しています。（予選リーグ等の結果で日程が決まる場合は未記載です)

　競技日程は運営状況等で変更の可能性があります。上記競技種目のリンク先にて最新の情報をご確認下さい。

◆陸上競技
氏名 所属 種目 競技日程 決勝, 順位決定戦

野本 周成
競走部

スポ科4年

110mハードル

4×400ｍリレー

■110mハードル

　8/26(土) 12:05<予選>

　8/27(日) 18:10<準決勝>

■4×400mリレー

　8/27(日) 21:10/21:25<予選>

■110mH

　8/27(日) 19:30<決勝>

■4×400mリレー

　8/28(月) 20:35<決勝>

◆競泳

氏名 所属
種目(可能性ある種目)

<スタッフ>
競技日程 決勝, 順位決定戦

平井 伯昌 水泳部OB <監督>

梶川 悟 水泳部OB <ヘッドコーチ>

松浦 由生子 校友 <トレーナー>

幌村 尚
水泳部

スポ科1年
男子バタフライ

瀬戸 大也 水泳部OB
男子バタフライ

男子個人メドレー

中村 克 水泳部OB 男子自由形

渡部 香生子
水泳部

スポ科3年

女子自由形

女子平泳ぎ

　選手：34人（男子13人、女子21人）、監督・コーチ・トレーナー・総務等：11人（男子7人、女子4人）が出場予定。

　全体選手数336人のうち10％以上を早稲田関係者が占めている。

■50m バタフライ 男子

　8/20(日) 9:00<予選> 20:02<準決勝>

■4×100m 自由形 女子

　8/20(日) 9:00<予選>

■4×100m 自由形 男子

　8/20(日) 9:00<予選>

■200m 自由形 男子

　8/21(月) 9:00<予選> 20:19<準決勝>

■100m 平泳ぎ 女子

　8/21(月) 9:00<予選> 19:47<準決勝>

■200m 個人メドレー 男子

　8/21(月) 9:00<予選> 19:55<準決勝>

■100m 自由形 女子

　8/21(月) 9:00<予選> 19:07<準決勝>

■200m バタフライ 男子

　8/22(火) 9:00<予選> 20:03<準決勝>

■200m 平泳ぎ 女子

　8/23(水) 9:00<予選> 20:29<準決勝>

■100m 自由形 男子

　8/23(水) 9:00<予選> 19:28<準決勝>

■4×200m 自由形 女子

　8/23(水)  9:00<予選>

■200ｍ 自由形 女子

　8/24(金) 9:00<予選> 19:13<準決勝>

■100m バタフライ 男子

　8/24(金) 9:00<予選> 19:23<準決勝>

■50m 平泳ぎ 女子

　8/25(金) 9:00<予選> 19:13<準決勝>

■50m 自由形 男子

　8/25(金) 9:00<予選> 19:39<準決勝>

■50m 自由形 女子

　8/25(金) 9:00<予選> 20:50<準決勝>

■4×200m 自由形 男子

　8/25(金) 9:00<予選>

■400m 個人メドレー 男子

　8/26(土) 9:00<予選>

■4×100m メドレーリレー 女子

　8/26(土) 9:00<予選>

■4×100m メドレーリレー 男子

　8/26(土) 9:00<予選>

■50m バタフライ 男子

　8/21(月) 19:02<決勝>

■4×100m 自由形 女子

　8/20(日) 20:09<決勝>

■4×100m 自由形 男子

　8/20(日) 20:19<決勝>

■200m 自由形 男子

　8/22(火) 19:51<決勝>

■100m 平泳ぎ 女子

　8/22(火) 19:57<決勝>

■200m 個人メドレー 男子

　8/22(火) 20:26<決勝>

■100m 自由形 女子

　8/22(火) 20:21<決勝>

■200m バタフライ 男子

　8/23(水) 20:13<決勝>

■200m 平泳ぎ 女子

　8/24(木) 19:39<決勝>

■100m 自由形 男子

　8/24(木) 19:46<決勝>

■4×200m 自由形 女子

　8/23(水) 20:53<決勝>

■200ｍ 自由形 女子

　8/25(金) 19:24<決勝>

■100m バタフライ 男子

　8/25(金) 19:19<決勝>

■50m 平泳ぎ 女子

　8/26(土) 19:12<決勝>

■50m 自由形 男子

　8/26(土) 19:07<決勝>

■50m 自由形 女子

　8/26(土) 19:02<決勝>

■4×200m 自由形 男子

　8/25(金) 20:57<決勝>

■400m 個人メドレー 男子

　8/26(土) 19:39<決勝>

■4×100m メドレーリレー 女子

　8/26(土) 20:21<決勝>

■4×100m メドレーリレー 男子

　8/26(土) 20:30<決勝>
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◆水球(女子)

氏名 所属 種目
競技日程

(以降の対戦は結果によって決定)
決勝, 順位決定戦

徳用 万里奈
水泳部

社学4年
水球

■予選リーグ

　8/18(金) 10:20 VS ハンガリー

　8/20(日) 10:20 VS ニュージーランド

　8/22(火) 10:20 VS イギリス

■11-12位決定戦

　8/28(月) 10:30

■9-10位決定戦

　8/28(月) 12:00

■7-8位決定戦

　8/29(火) 15:00

■5-6位決定戦

　8/29(火) 16:30

■3-4位決定戦

　8/29(火) 18:00

■決勝戦

　8/29(火) 19:30

◆サッカー(男子)
氏名 所属 ポジション 競技日程 決勝, 順位決定戦

小島 亨介
ア式蹴球部

スポ科3年
GK

鈴木 準弥
ア式蹴球部

スポ科4年
DF

◆サッカー(女子)
氏名 所属 ポジション 競技日程 決勝, 順位決定戦

木村 優衣
ア式蹴球部

スポ科3年
GK

松原 有沙
ア式蹴球部

スポ科4年
DF

奥川 千沙
ア式蹴球部

スポ科4年
DF

三浦 紗津紀
ア式蹴球部

スポ科3年
DF

中村 みづき
ア式蹴球部

スポ科4年
MF

平國 瑞希
ア式蹴球部

スポ科4年
MF

河野 朱里
ア式蹴球部

スポ科3年
FW

◆テニス

氏名 所属 種目
競技日程

(以降の対戦は結果によって決定)
決勝, 順位決定戦

小林 雅哉
庭球部

スポ科2年
混合ダブルス

今井 慎太郎 庭球部OB
男子シングルス

男子ダブルス

林 恵里奈 庭球部OG
女子シングルス

女子ダブルス

梶谷 桜舞 庭球部OG 女子ダブルス

◆バレーボール(男子)

氏名 所属
ポジション

<スタッフ>

競技日程

(以降の対戦は結果によって決定)
決勝, 順位決定戦

松井 泰二
バレーボール部OB

現監督/スポ科准教授
<監督>

村本 勇貴
校友　バレーボール部

現メディカルトレーナー
<トレーナー>

福山 汰一 バレーボール部OB ミドルブロッカー

山口 頌平 バレーボール部OB セッター

■シングルス男子　女子

　8/21(月) 9:30 または 8/22(火) 9:30

■ダブルス男子　女子

　8/22(火) 9:30 または 8/23(水) 9:30

■混合ダブルス

　8/24(木) 9:30 または 8/25(金) 9:30

■コンソレーションシングル男子　女子

　8/26(土) 9:30

■予選リーグ

　8/20(日) 18:00 VS アメリカ

　8/21(月) 18:00 VS ブラジル

　8/24(木) 20:00 VS 台湾

　8/25(金) 15:00 VS フランス

■ダブルス男子,女子決勝

　8/28(月) 10:00

■コンソレーションシングル男子,女子決勝

　8/28(月) 10:00

■シングルス女子決勝

　8/29(火) 10:00

■シングルス男子決勝

　8/29(火) 13:00

■混合ダブルス決勝

　8/29(火) 17:00

■21位決定戦

　8/28(月) 17:30

■19位, 15位, 11位決定戦

　8/29(火) 13:00

■5位決定戦

　8/29(火) 14:00

■17位, 13位, 9位決定戦

　8/29(火) 15:00

■3位決定戦

　8/29(火) 17:00

■7位決定戦

　8/29(火) 18:00

■決勝戦

　8/29(火) 20:00

■予選リーグ

　8/19(土) 11:00 VS マレーシア

　8/21(月) 16:00 VS カナダ

　8/23(水) 16:00 VS ウルグアイ

■予選リーグ

　8/20(日) 19:30 VS コロンビア

　8/22(火) 19:30 VS ブラジル

■15位, 13位, 11位, 3位決定戦

　8/29(火) 16:00

■9位, 7位, 5位決定戦, 決勝戦

　8/29(火) 19:30

■11位, 3位決定戦

　8/28(月)16:00

■9位, 7位, 5位決定戦, 決勝戦

　8/28(月)19:30



◆体操(女子)
氏名 所属 種目(出場種目未定) 競技日程 決勝, 順位決定戦

内山 由綺
体操部

スポ科1年

女子

◆新体操
氏名 所属 種目(出場種目未定) 競技日程 決勝, 順位決定戦

河崎 羽珠愛
体操部

スポ科2年
個人

◆バスケットボール(女子)

氏名 所属 ポジション
競技日程

(以降の対戦は結果によって決定)
決勝, 順位決定戦

田中 真美子
バスケットボール部

スポ科3年
C

中田 珠未
バスケットボール部

スポ科2年
PF

田村 未来 バスケットボール部OG SG

加藤 臨 バスケットボール部OG SF

◆ウェイトリフティング(女子)

氏名 所属
種目

<スタッフ>
競技日程 決勝, 順位決定戦

岡田 純一
ウェイトリフティング部OB

現監督/スポ科教授
<監督>

加藤 智子 校友 <コーチ>

城内 史子 ウェイトリフティング部OG <コーチ>

鈴木 梨羅
ウェイトリフティング部

スポ科1年
女子48kg級

戸田 妃乃子
ウェイトリフティング部

スポ科1年
女子69kg級

◆卓球(男子)

氏名 所属
種目

<スタッフ>

競技日程

(以降の日時等は結果により決定)
決勝, 順位決定戦

伊藤 誠 卓球部OB <監督>

内田 雄太郎
卓球部

人科4年
<総務>

大島 裕哉 卓球部OB

男子団体

男子ダブルス

男子シングルス

■男子団体

　8/22(火)/23(水) 10:00

■男子ダブルス

　8/24(木) 14:00

■男子シングルス

　8/25(金) 14:00 /16:00

■女子48kg級

　8/20(日) 9:30 / 16:30<決勝>

■女子69kg級

　8/23(水) 9:30 / 16:00<決勝>

■男子団体決勝

　8/26(土) 20:00

■男子ダブルス決勝

　8/28(月) 21:00

■男子シングルス決勝

　8/29(火) 13:00

■予選リーグ

　8/21(月) 10:00 VS 韓国

　8/22(火) 15:00 VS ポーランド

　8/23(水) 15:00 VS カナダ

■団体決勝

　8/21(月) 10:00 / 13:00 / 15:00

■個人総合決勝

　8/22(火) 18:30

■種目別決勝

　8/23(水) 11:30 跳馬 / 12:30 段違い平行棒 / 16:30 平均台 / 17:30 床

■個人総合決勝

　8/27(日) フープ＆ボール 14:00 / 16:00

　8/28(月) クラブ＆リボン 14:00 / 16:00

■種目別決勝

　8/29(火) 14:00 フープ / 14:30 ボール / 16:30 クラブ / 17:00 リボン

■15位, 13位, 11位, 7位決定戦

　8/28(月) 10:00

■9位決定戦

　8/28(月) 12:30

■5位, 3位決定戦

　8/28(月) 17:30

■決勝戦

　8/28(月) 20:00



◆フェンシング

氏名 所属 種目
競技日程

(以降の日時等は結果により決定)
決勝, 順位決定戦

松山 恭介
フェンシング部

スポ科3年

男子フルーレ個人

男子フルーレ団体

加納 虹輝
フェンシング部

スポ科2年

男子エペ個人

男子エペ団体

狩野 愛巳
フェンシング部

スポ科3年

女子フルーレ個人

女子フルーレ団体

才藤 歩夢
フェンシング部

スポ科2年

女子エペ個人

女子エペ団体

◆アーチェリー

氏名 所属等 <スタッフ>
競技日程

(以降の日時等は結果により決定)
決勝, 順位決定戦

守屋 麻樹
アーチェリー部OG

前監督(7/31付退任)
<総務>

■リカーブ個人男子/女子予選

　8/20(日) 10:00

■コンパウンド個人男子/女子予選

　8/20(日) 14:05

■コンパウンド団体男子1回戦

　8/21(月) 13:30

■コンパウンド団体女子1回戦

　8/21(月) 14:15

■コンパウンド団体混合1回戦

　8/21(月) 16:15

■リカーブ団体男子1回戦

　8/22(火) 13:45

■リカーブ団体女子1回戦

　8/22(火) 14:30

■リカーブ団体混合1回戦

　8/22(火) 16:30

■コンパウンド団体男子決勝

　8/23(水) 10:25

■コンパウンド団体女子決勝

　8/23(水) 11:15

■コンパウンド団体混合決勝

　8/23(水) 15:22

■コンパウンド個人男子決勝

　8/23(水) 16:07

■コンパウンド個人女子決勝

　8/23(水) 16:41

■リカーブ団体男子決勝

　8/24(木) 10:25

■リカーブ団体女子決勝

　8/24(木) 11:15

■リカーブ団体混合決勝

　8/24(木) 15:22

■リカーブ個人男子決勝

　8/24(木) 16:07

■リカーブ個人女子決勝

　8/24(木) 16:41

■女子エペ個人

　8/20(日) 9:00

■男子エペ個人

　8/21(月) 9:00

■女子フルーレ個人

　8/21(月) 12:00

■男子フルーレ個人

　8/22(火) 9:00

■女子エペ団体

　8/23(水) 9:00

■男子エペ団体

　8/24(木) 9:00

■女子フルーレ団体

　8/24(木) 11:00

■男子フルーレ団体

　8/25(金) 9:00

■女子エペ個人決勝

　8/20(日) 19:40

■男子エペ個人決勝

　8/21(月) 19:50

■女子フルーレ個人決勝

　8/21(月) 20:10

■男子フルーレ個人決勝

　8/22(火) 19:40

■女子エペ団体決勝

　8/23(水) 17:00

■男子エペ団体決勝

　8/24(木) 17:00

■女子フルーレ団体決勝

　8/24(木) 18:00

■男子フルーレ団体決勝

　8/25(金) 17:00


