
萩野公介／KOUSUKE HAGINO
メダル候補が数多くいる日本競泳陣だが、萩野公介の場合は、「いくつメダルを取るか？」に注

目が集まる。得意とするのは個人メドレーで、12年のロンドン五輪では400mで銅、13年の世界選
手権では200mで銀。また、同世界選手権では400m自由形でも銀に輝いている。今回は、200・
400m個人メドレー、200m自由形、男子800mリレーなどに出場の予定。ロンドン五輪では11個のメ
ダルを獲得しながら金メダルゼロに終わった日本競泳界の救世主になれるか？　13年の世界選手権
400m個人メドレーで金メダルを獲得した瀬戸大也との金メダル争いにも注目したい。

8月6日から17日間にわたって開催される「リオ五輪」。今回は、28競技306種目で優勝が争われる。 果たして、日本はいくつメダルを獲得できるのか？ 世界も注目する、期待の日本人選手をご紹介！

写真：中西祐介/アフロスポーツ

写真：長田洋平/アフロスポーツ

写真：アフロ

女子日本代表
　苦しみながらも最終予選で五輪
切符を手にした“火の鳥NIPPON”。
リオ五輪は、「ディフェンスとチームワークを重視して
選んだメンバー」で戦う。木村沙織のケガが心配だが、
長岡望悠、石井優希らに期待。ロンドン五輪は銅メダ
ル。違う色のメダルを手にできるか!?
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写真：YUTAKA/アフロスポーツ

競技日程：8/6（土）～ 8/14（日）
【NHK BS1放送スケジュール】
男子400m個人メドレー予選ほか：8/6（土）深0：55～ 3：20ほか

白井健三／KENZO SHIRAI
　国内では“ひねり王子”、海外では“Mister Twist”と称される床の
スペシャリスト。「シライ／グエン」、「シライ2」、「シライ／キム・ヒフ
ン」、「シライ3」と、自分の名前がついた技が4つもあり、中でも「シ
ライ3」（後方伸身2回宙返り3回ひねり）は、床では初めてとなる最高
難度「H」に認定されている。15年の世界選手権の床では、種目別で
最高の16.233を叩き出し、2位に0.667差をつけての圧勝。リオ五輪で
もアクシデントさえなければ金は固いといわれている。内村航平らと
ともに臨む団体総合の優勝も期待大。

競技日程：8/6（土）～ 8/16（火）
【NHK BS1放送スケジュール】
男子 予選：8/7（日）前9：40～11：50ほか

奥原希望／NOZOMI OKUHARA
　12年の全日本選手権で16歳8カ月で優勝。高3の冬
に大ケガをしたが復帰後の15年、再び全日本女王に
輝いた。同年、スーパーシリーズファイナルズでも日
本人初優勝。16年の全英オープンでも頂点に立った。現在世界ランキ
ングは5位だが上位とは僅差。リオ五輪でも大暴れしてくれるはずだ。
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競技日程：8/11（木）～ 8/19（金）
【NHK BS1放送スケジュール】
女子シングルス：8/12（金）後3：00～ 4：50ほか

競技日程：8/6（土）～ 8/18（木）
【NHK BS1放送スケジュール】
女子シングルス：
8/8（月）後9：55～深2：00ほか

競技日程：8/6（土）～ 8/21（日）
【NHK BS1放送スケジュール】
「日本×韓国」：8/6（土）後9：20～11：15ほか

松本薫／KAORI MATSUMOTO
ロンドン五輪57kg級の金メダリスト。その戦う姿か

ら“野獣”の愛称で親しまれている。五輪の翌年は
ケガで棒に振り、14年の世界選手権も2回戦で敗退し
たことから、「松本の時代は終わった」という声もあったが、15年の世
界選手権で頂点に立ち五輪切符を手にした。連覇なるか？

競技日程：8/6（土）～ 8/12（金）
【NHK BS1放送スケジュール】
女子57kg級：8/8（月）深2：10～ 3：20ほか
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石川佳純／KASUMI ISHIKAWA
　中学2年の時に出場した全日本選手権で
ベスト4入りを果たし、世界選手権の代表
（ダブルス）にも史上最年少で選ばれるな
どジュニアの頃から才能を発揮。その後
も順調に成長し、12年のロンドン五輪で
はオリンピックのシングルスで日本勢男
女通じて初めての準決勝進出を果たした。
個人戦では中国勢の壁が厚く、15年の世
界選手権の混合ダブルスで銀メダルを獲
得したのが最高だが、女子団体では日本
代表のエースとして、日本チームをロンド
ン五輪では銀、14・16年の世界選手権で
は銀に導いている。現在世界ランキング
は4位。リオ五輪では団体戦はもちろん、
個人戦でのメダル獲得も狙う。

卓球女子

T able tennis

※競技日程は日本時間です。※記録はすべて6月末現在です。※放送内容、日時が変更あるいは放送が中止されることがあります。ご了承ください。※編成変更のあった箇所を赤文字としています。

「リオ五輪」いよいよ開幕。この競技だけは見逃せない！

メダル獲得なるか！？ 注目の　日本人選手をピックアップ！日本人選手日本人選手
注目選手登場競技の日程と、NHK BS1放送スケジュール付き
※NHK BS1では生中継と録画放送で全競技が放送されます
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　メダル候補が数多くいる日本競泳陣だが、萩野公介の場合は、「いくつメダルを取るか？」に注
目が集まる。得意とするのは個人メドレーで、12年のロンドン五輪では400mで銅、13年の世界選
手権では200mで銀。また、同世界選手権では400m自由形でも銀に輝いている。今回は、200・
400m個人メドレー、200m自由形、男子800mリレーなどに出場の予定。ロンドン五輪では11個のメ
ダルを獲得しながら金メダルゼロに終わった日本競泳界の救世主になれるか？　13年の世界選手権
400m個人メドレーで金メダルを獲得した瀬戸大也との金メダル争いにも注目したい。

8月6日から17日間にわたって開催される「リオ五輪」。今回は、28競技306種目で優勝が争われる。 果たして、日本はいくつメダルを獲得できるのか？　世界も注目する、期待の日本人選手をご紹介！

写真：アフロ

写真：長田洋平/アフロスポーツ

写真：アフロ

女子日本代表
　苦しみながらも最終予選で五輪
切符を手にした“火の鳥NIPPON”。
リオ五輪は、「ディフェンスとチームワークを重視して
選んだメンバー」で戦う。木村沙織のケガが心配だが、
長岡望悠、石井優希らに期待。ロンドン五輪は銅メダ
ル。違う色のメダルを手にできるか!?

太田雄貴／YUKI OTA
　08年の北京五輪では個人で、
12年のロンドン五輪では団体で
銀メダルに輝いた太田雄貴。東京五輪招致に奔走する
など、ここ数年、フェンシング以外のことで目立ったが、
昨年の世界選手権で男子フルーレ個人優勝を飾るなど
きっちり仕上げてきた。目指すは悲願の金メダル。

日本代表
　16カ国で争われる男子サッカー。
日本代表はスウェーデン、コロン
ビア、ナイジェリアと予選リーグを戦う。強豪ぞろい
のグループだが、予選突破なるか？　オーバーエイジ
選手としてチームに加わる藤春廣輝、塩谷司（以上
DF）、興梠慎三（FW）らの活躍にも注目。

写真：YUTAKA/アフロスポーツ

競技日程：8/6（土）～ 8/14（日）
【NHK BS1放送スケジュール】
男子400m個人メドレー予選ほか：8/6（土）深0：55～ 3：20ほか

桐生祥秀／YOSHIHIDE KIRYU
　高3時に、100mで日本歴代2位となる10秒01をマーク。一躍、“日本人
で初めて9秒台で走る男”候補の最右翼として注目を集めるようになった。
15年3月にアメリカで開催された大会では9秒87で走り抜けたが、3.3mの
追い風参考記録として公認されず。ただし、記録が公認される追い風2.0m
に換算すると9秒96に相当することから、“夢”が現実味を帯びてきた。五
輪最終選考会となった全日本選手権では、ケンブリッジ 飛鳥、山縣亮太
の後塵を拝したが、それでもなお、日本のエースとして桐生を推す声が多
い。目標は、日本人初のファイナリスト（決勝レース進出）。また、飛鳥、
山縣らとともに挑む400mリレーにも注目したい。

競技日程（男子100ｍ）：8/13（土）～ 8/15（月）
【NHK BS1放送スケジュール】
男子100ｍ予選：8/13（土）後9：55～深0：50ほか

錦織圭／KEI NISHIKORI
　スピーディーな動きとバリエーション豊かなショッ
トを武器にここ数年は世界トップ10をキープする錦
織圭。オリンピックは3回目の出場。19歳で挑んだ08
年の北京五輪では初戦敗退、ウィンブルドンで行わ
れた12年のロンドン五輪ではベスト8。世界ランキン
グ6位で臨む今回はどこまで順位を上げられるか？　
錦織の前に立ちはだかるのは、4大大会で10回頂点
に立ちながら、オリンピックの“ゴールドメダル”に
は縁がないN.ジョコビッチ。今シーズンは4回戦って
全敗の錦織だが、雪辱なるか？

競技日程：8/6（土）～ 8/14（日）
【NHK BS1放送スケジュール】
男子シングルス：8/7（日）後5：00～ 6：50ほか
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競技日程：8/6（土）～ 8/21（日）
【NHK BS1放送スケジュール】
「日本×韓国」：8/6（土）後9：20～11：15ほか

競技日程：8/6（土）～ 8/15（月）
【NHK BS1放送スケジュール】
男子エペ：8/10（水）前7：30～ 8：20ほか

競技日程：8/4（木）～ 8/21（日）
【NHK BS1放送スケジュール】
「日本×コロンビア」8/8（月）前9：50～後0：00ほか

登坂絵莉／ERI TOUSAKA
　女子レスリングといえばオリンピック3連覇中の吉
田沙保里（53kg級）と伊調馨（58kg級）が有名だが、
偉大な先輩2人とともに“金メダル確実”といわれ、
世界からも「日本の栄光を受け継ぐスター」と注目
されているのが登坂絵莉。オリンピックは初出場だ
が、世界選手権は3連覇中とすでに世界のトップに君
臨している。素晴らしい反射神経から繰り出す片足
タックルが得意技で、吉田からは、「クレバーで組み
立て方もうまい」という評価も。12年のロンドン五
輪の小原日登美に続く同階級制覇を期待したい。

競技日程：8/17（水）～ 8/18（木）
【NHK BS1放送スケジュール】
女子48kg級：8/17（水）後9：55～深1：00ほか
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※競技日程は日本時間です。※記録はすべて6月末現在です。※放送内容、日時が変更あるいは放送が中止されることがあります。ご了承ください。※編成変更のあった箇所を赤文字としています。

「リオ五輪」いよいよ開幕。この競技だけは見逃せない！
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注目選手登場競技の日程と、NHK BS1放送スケジュール付き
※NHK BS1では生中継と録画放送で全競技が放送されます
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