
第30回オリンピック競技大会 卓球競技 団体戦

男子団体 ドロー（組合せ）結果 女子団体 ドロー（組合せ）結果
試合時間は、日本時間で表記(=現地時間+8時間)。

※試合時間が複数ある試合は、
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金 中華人民共和国 金 中華人民共和国

銀 大韓民国 銀 日本

銅 ドイツ 銅 シンガポール

日本　３-０　カナダ 日本　３-０　アメリカ合衆国

日本　２-３　中国香港 日本　３-０　ドイツ

日本　３-０　シンガポール

日本　０-３　中華人民共和国

○福原愛 wr7　3( 11-9, 11-6, 5-11, 11-9 )1　馮天薇 wr8
○石川佳純 wr6　3( 11-3, 11-6, 11-2 )0　王越古 wr11
○平野早矢香/石川佳純　3( 11-3, 13-11, 11-4 )0　リー・ジャーウェイ/

●丹羽孝希 wr16　1( 11-7, 7-11, 7-11, 3-11 )3　唐鵬 wr32

●福原愛 wr7　1( 6-11, 11-9, 2-11, 5-11 )3　李暁霞 wr3
●石川佳純 wr6　0( 4-11, 10-12, 4-11 )3　丁寧 wr1
●平野早矢香/石川佳純　1( 6-11, 3-11, 11-9, 5-11 )3　郭躍/李暁霞

○平野早矢香 wr18　3( 11-9, 11-5, 11-3 )0　チャン wr139

○水谷隼 wr5　3( 5-11, 11-5, 13-11, 11-8 )1　梁柱恩 wr35

○福原愛 wr7　3( 11-4, 11-7, 11-7 )0　シン wr115

○石川佳純/福原愛　3( 11-7, 11-7, 11-1 )0　ウー/チャン

○石川佳純 wr6　3( 11-8, 8-11, 11-7, 6-11, 13-11 )2　呉佳多 wr16
○福原愛 wr7　3( 8-11, 11-8, 11-8, 11-7 )1　イバンカン wr37
○平野早矢香/福原愛　3( 11-8, 11-5, 11-7 )0　ジルバーアイゼン/呉佳多

○水谷隼 wr5　3( 11-6, 11-3, 11-5 )0　ホー wr393
○丹羽孝希 wr16　3( 11-6, 12-10, 11-9 )0　ワン wr113
○岸川聖也/丹羽孝希　3( 11-7, 11-4, 11-6 )0　アンス/ホー

○水谷隼 wr5　3( 11-8, 11-9, 9-11, 11-9 )1　江天一 wr20
●岸川聖也 wr21　1( 7-11, 11-7, 9-11, 7-11 )3　唐鵬 wr32
●丹羽孝希/岸川聖也 1( 11-8, 12-14, 8-11, 11-13 )3 梁柱恩/江天一
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★8/5 午前3:00〜

変更 ★8/3 22:30〜

変更 ★8/3 22:30〜

★8/4 22:30〜

イギリス(GBR)
【パーカー, シブリー, リュウ･ナー】

朝鮮民主主義人民共和国(PRK)
【キム・ジョン, リ・ミョンスン, リ･ミギョン】

ドイツ(GER）
【呉佳多, ジルバーアイゼン, イバンカン】

オーストラリア(AUS)
【レイ・ジェンファン, ミャオ・ミャオ, タン】

アメリカ合衆国(USA)
【シン, チャン, ワン】

日本(JPN)
【石川佳純, 福原愛, 平野早矢香】

★8/3 18:00〜

中華人民共和国(CHN)
【丁寧, 李暁霞, 郭躍】

ドイツ(GER)
【ボル, オフチャロフ, シュテーガー】

変更 ★8/4 午前3:00〜 (8/3深夜)
3

中華人民共和国(CHN)
【張継科, 王皓, 馬龍】

ロシア(RUS)
【シバエフ, スミルノフ, スカチコフ】

オーストラリア(AUS)
【ハン, ヘンゼル, フランク】

シンガポール(SIN)
【ガオ･ニン, ヤン・ツー, 詹健】

オーストリア(AUT)
【陳衛星, シュラーガー, ガルドシュ】

★8/4 18:00〜

★8/5 18:00〜

★8/4 18:00〜
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エジプト(EGY)
【アサール, ラシン, サレ】

変更 ★8/4 午前3:00〜 (8/3深夜)
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★8/5 22:30〜

スウェーデン(SWE)
【イェレル, パーソン, ルンクウィスト】

★8/5 午前3:00〜

　変更 ★8/3 18:00〜

オーストリア(AUT)
【李嬙冰, リュウ・ジャー, ソルヤ】

ITTFが割り振るまで試合開始時刻が確定しない。

ブラジル(BRA)
【クマハラ, シウバ, グイ・リン】

大韓民国(KOR)
【金璟娥, 朴美英, 石賀浄, 唐汭序(2回戦から)】
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スペイン(ESP)
【シェン・イェンフェイ, ラミレス, ドボラク】

エジプト(EGY)
【エルダウラトリー, メシュレフ, マグディ】

オランダ(NED)
【リー・ジャオ, リー・ジエ, チミナ】

中国香港(HKG)
【姜華珺, 帖雅娜, 李皓晴】

　変更 ★8/3 18:00〜

★8/4 22:30〜

★8/3 22:30〜

★8/3 22:30〜

金銅 銅 金銀 銀銅メダル決定戦: 8/7 19:00〜

3

シンガポール(SIN)
【馮天薇, 王越古, リー・ジャーウェイ】

0

ポルトガル(POR)
【フレイタス, モンテイロ, アポロニア】

中国香港(HKG)
【江天一, 唐鵬, 領柱恩】

朝鮮民主主義人民共和国(PRK)
【キム・ヒョクボン, キム・ソンナム, ジャン・ソンマン】

大韓民国(KOR)
【朱世爀, 呉尚垠, 柳承敏】

イギリス(GBR)
【ドリンコール, ピチフォード, バギャリー】

★8/4 午前3:00〜

★8/5 22:30〜

変更 ★8/4 18:00〜
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ポーランド(POL)
【リー･チェン, パルティカ, グジボフスカ】

0

3

★8/5 18:00〜

★8/4 午前3:00〜

変更 ★8/4 18:00〜

銅メダル決定戦: 8/8 19:00〜

日本(JPN)
【水谷隼, 岸川聖也, 丹羽孝希】

カナダ(CAN)
【アンス, ホー, ワン】

ブラジル(BRA)
【オヤマ, ツボイ, モンテイロ】
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