
ハンガリー競泳選手出場スケジュール

出典：東京2020オリンピック公式水泳スケジュールから

〃 サイト選手紹介ページ（エントリー）から

※全選手が予選から決勝まで進出した場合を想定しています。
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一定の距離を決められた泳法（自由形、背泳ぎ、平泳ぎ、バラフライ）で泳いでタイムを競う競泳。リオ

デジャネイロ2016大会では個人種目とリレー種目を合わせ、男女で32種目がプールで行われた。東京2020

大会では、800m自由形（男子）、1500m自由形（女子）、4×100mメドレーリレー（混合）の3種目が新

たに加わり、種目数は35となる。

それぞれの泳法はもちろん、スタートの飛び込みから水中動作、ターンに至る一連の加速、水の抵抗を極

力受けないためのテクニックも重要である。4泳法のうち自由形は、どのような泳法で泳いでもルールとし

ては問題ないが、現在は最も速いクロールで全員が泳ぐ。

プール以外では、北京2008大会から正式種目に採用された10kmマラソンスイミングだけが、海や川、湖な

ど、プール以外で行われる。オープンウォータースイミングとも呼ばれる。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

【種　目】

• 50m自由形（男子／女子）　　　　　  • 100m自由形（男子／女子）

• 200m自由形（男子／女子）　　　　　• 400m自由形（男子／女子）

• 800m自由形（男子／女子）　　　　　• 1500m自由形（男子／女子）

• 100m背泳ぎ（男子／女子）　　　　　• 200m背泳ぎ（男子／女子）

• 100m平泳ぎ（男子／女子）　　　　　• 200m平泳ぎ（男子／女子）

• 100mバタフライ（男子／女子）　　　• 200mバタフライ（男子／女子）

• 200m個人メドレー（男子／女子）　　• 400m個人メドレー（男子／女子）

• 4×100mリレー（男子／女子）　　　• 4×200mリレー（男子／女子）

【競技概要】

TOKYO　2020　オリンピックスケジュール【競泳】
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7月24日 (土)

開始時間 場所 種目

19:02 東京アクアティクスセンター 男子400m個人メドレー予選 - 1組

19:07 東京アクアティクスセンター 男子400m個人メドレー予選 - 2組

19:12 東京アクアティクスセンター 男子400m個人メドレー予選 - 3組

19:17 東京アクアティクスセンター 男子400m個人メドレー予選 - 4組

19:28 東京アクアティクスセンター 女子100mバタフライ予選 - 1組

19:31 東京アクアティクスセンター 女子100mバタフライ予選 - 2組

19:34 東京アクアティクスセンター 女子100mバタフライ予選 - 3組

19:37 東京アクアティクスセンター 女子100mバタフライ予選 - 4組

19:40 東京アクアティクスセンター 女子100mバタフライ予選 - 5組

19:43 東京アクアティクスセンター 女子100mバタフライ予選 - 6組

19:48 東京アクアティクスセンター 男子400m自由形予選 - 1組

19:54 東京アクアティクスセンター 男子400m自由形予選 - 2組

20:00 東京アクアティクスセンター 男子400m自由形予選 - 3組

20:06 東京アクアティクスセンター 男子400m自由形予選 - 4組

20:12 東京アクアティクスセンター 男子400m自由形予選 - 5組

20:18 東京アクアティクスセンター 男子400m自由形予選 - 6組

20:24 東京アクアティクスセンター 男子400m自由形予選 - 7組

セッション  19:00 - 21:30
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https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/olympic-schedule-and-results-date=2021-07-25.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-400m-individual-medley-heat-000100-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-400m-individual-medley-heat-000200-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-400m-individual-medley-heat-000300-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-400m-individual-medley-heat-000400-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-100m-butterfly-heat-000100-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-100m-butterfly-heat-000200-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-100m-butterfly-heat-000300-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-100m-butterfly-heat-000400-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-100m-butterfly-heat-000500-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-100m-butterfly-heat-000600-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-400m-freestyle-heat-000100-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-400m-freestyle-heat-000200-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-400m-freestyle-heat-000300-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-400m-freestyle-heat-000400-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-400m-freestyle-heat-000500-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-400m-freestyle-heat-000600-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-400m-freestyle-heat-000700-.htm


20:30 東京アクアティクスセンター 女子400m個人メドレー予選 - 1組

20:35 東京アクアティクスセンター 女子400m個人メドレー予選 - 2組

20:40 東京アクアティクスセンター 女子400m個人メドレー予選 - 3組

20:45 東京アクアティクスセンター 女子400m個人メドレー予選 - 4組

20:50 東京アクアティクスセンター 女子400m個人メドレー予選 - 5組

20:55 東京アクアティクスセンター 男子100m平泳ぎ予選 - 1組

20:58 東京アクアティクスセンター 男子100m平泳ぎ予選 - 2組

21:01 東京アクアティクスセンター 男子100m平泳ぎ予選 - 3組

21:04 東京アクアティクスセンター 男子100m平泳ぎ予選 - 4組

21:07 東京アクアティクスセンター 男子100m平泳ぎ予選 - 5組

21:10 東京アクアティクスセンター 男子100m平泳ぎ予選 - 6組

21:15 東京アクアティクスセンター 女子4×100mフリーリレー予選 - 1組

21:25 東京アクアティクスセンター 女子4×100mフリーリレー予選 - 2組
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https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-400m-individual-medley-heat-000100-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-400m-individual-medley-heat-000200-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-400m-individual-medley-heat-000300-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-400m-individual-medley-heat-000400-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-400m-individual-medley-heat-000500-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-100m-breaststroke-heat-000100-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-100m-breaststroke-heat-000200-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-100m-breaststroke-heat-000300-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-100m-breaststroke-heat-000400-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-100m-breaststroke-heat-000500-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-100m-breaststroke-heat-000600-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-4-x-100m-freestyle-relay-heat-000100-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-4-x-100m-freestyle-relay-heat-000200-.htm


7月25日 (日)

開始時間 場所 種目

男子400m個人メドレー決勝

10:40 東京アクアティクスセンター 女子100mバタフライ準決勝 1

10:46 東京アクアティクスセンター 女子100mバタフライ準決勝 2

男子400m自由形決勝

セッション  10:30 - 12:30

10:30 東京アクアティクスセンター

10:52 東京アクアティクスセンター
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https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/olympic-schedule-and-results-date=2021-07-25.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-400m-individual-medley-fnl-000100-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-100m-butterfly-sfnl-000100-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-100m-butterfly-sfnl-000200-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-400m-freestyle-fnl-000100-.htm


女子400m個人メドレー決勝

11:33 東京アクアティクスセンター 男子100m平泳ぎ準決勝 1

11:39 東京アクアティクスセンター 男子100m平泳ぎ準決勝 2

女子4×100mフリーリレー決勝

11:12 東京アクアティクスセンター

11:45 東京アクアティクスセンター
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https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-400m-individual-medley-fnl-000100-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-100m-breaststroke-sfnl-000100-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-100m-breaststroke-sfnl-000200-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-4-x-100m-freestyle-relay-fnl-000100-.htm


19:02 東京アクアティクスセンター 女子100m背泳ぎ予選 - 1組

19:05 東京アクアティクスセンター 女子100m背泳ぎ予選 - 2組

19:08 東京アクアティクスセンター 女子100m背泳ぎ予選 - 3組

19:11 東京アクアティクスセンター 女子100m背泳ぎ予選 - 4組

19:14 東京アクアティクスセンター 女子100m背泳ぎ予選 - 5組

19:22 東京アクアティクスセンター 男子200m自由形予選 - 1組

19:28 東京アクアティクスセンター 男子200m自由形予選 - 2組

19:34 東京アクアティクスセンター 男子200m自由形予選 - 3組

19:40 東京アクアティクスセンター 男子200m自由形予選 - 4組

19:46 東京アクアティクスセンター 男子200m自由形予選 - 5組

19:52 東京アクアティクスセンター 男子200m自由形予選 - 6組

19:59 東京アクアティクスセンター 女子100m平泳ぎ予選 - 1組

20:02 東京アクアティクスセンター 女子100m平泳ぎ予選 - 2組

20:05 東京アクアティクスセンター 女子100m平泳ぎ予選 - 3組

20:08 東京アクアティクスセンター 女子100m平泳ぎ予選 - 4組

20:11 東京アクアティクスセンター 女子100m平泳ぎ予選 - 5組

20:14 東京アクアティクスセンター 女子100m平泳ぎ予選 - 6組

セッション  19:00 - 21:30
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https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-100m-backstroke-heat-000100-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-100m-backstroke-heat-000200-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-100m-backstroke-heat-000300-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-100m-backstroke-heat-000400-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-100m-backstroke-heat-000500-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-200m-freestyle-heat-000100-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-200m-freestyle-heat-000200-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-200m-freestyle-heat-000300-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-200m-freestyle-heat-000400-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-200m-freestyle-heat-000500-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-200m-freestyle-heat-000600-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-100m-breaststroke-heat-000100-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-100m-breaststroke-heat-000200-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-100m-breaststroke-heat-000300-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-100m-breaststroke-heat-000400-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-100m-breaststroke-heat-000500-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-100m-breaststroke-heat-000600-.htm


20:19 東京アクアティクスセンター 男子100m背泳ぎ予選 - 1組

20:22 東京アクアティクスセンター 男子100m背泳ぎ予選 - 2組

20:25 東京アクアティクスセンター 男子100m背泳ぎ予選 - 3組

20:28 東京アクアティクスセンター 男子100m背泳ぎ予選 - 4組

20:31 東京アクアティクスセンター 男子100m背泳ぎ予選 - 5組

20:39 東京アクアティクスセンター 女子400m自由形予選 - 1組

20:45 東京アクアティクスセンター 女子400m自由形予選 - 2組

20:51 東京アクアティクスセンター 女子400m自由形予選 - 3組

20:57 東京アクアティクスセンター 女子400m自由形予選 - 4組

21:03 東京アクアティクスセンター 女子400m自由形予選 - 5組

21:10 東京アクアティクスセンター 男子4×100mフリーリレー予選 - 1組

21:20 東京アクアティクスセンター 男子4×100mフリーリレー予選 - 2組

21:30 東京アクアティクスセンター 男子4×100mフリーリレー予選 - 3組
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https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-100m-backstroke-heat-000100-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-100m-backstroke-heat-000200-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-100m-backstroke-heat-000300-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-100m-backstroke-heat-000400-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-100m-backstroke-heat-000500-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-400m-freestyle-heat-000100-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-400m-freestyle-heat-000200-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-400m-freestyle-heat-000300-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-400m-freestyle-heat-000400-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-400m-freestyle-heat-000500-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-4-x-100m-freestyle-relay-heat-000100-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-4-x-100m-freestyle-relay-heat-000200-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-4-x-100m-freestyle-relay-heat-000300-.htm


7月26日 (月)

開始時間 場所 種目 ステータス

女子100mバタフライ決勝

10:37 東京アクアティクスセンター 男子200m自由形準決勝 1

10:43 東京アクアティクスセンター 男子200m自由形準決勝 2

10:50 東京アクアティクスセンター 女子100m平泳ぎ準決勝 1

10:56 東京アクアティクスセンター 女子100m平泳ぎ準決勝 2

男子100m平泳ぎ決勝

セッション  10:30 - 12:30

10:30 東京アクアティクスセンター

11:12 東京アクアティクスセンター
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https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/olympic-schedule-and-results-date=2021-07-26.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-100m-butterfly-fnl-000100-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-200m-freestyle-sfnl-000100-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-200m-freestyle-sfnl-000200-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-100m-breaststroke-sfnl-000100-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-100m-breaststroke-sfnl-000200-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-100m-breaststroke-fnl-000100-.htm


女子400m自由形決勝

11:31 東京アクアティクスセンター 男子100m背泳ぎ準決勝 1

11:37 東京アクアティクスセンター 男子100m背泳ぎ準決勝 2

11:20 東京アクアティクスセンター
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https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-400m-freestyle-fnl-000100-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-100m-backstroke-sfnl-000100-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-100m-backstroke-sfnl-000200-.htm


11:53 東京アクアティクスセンター 女子100m背泳ぎ準決勝 1

11:59 東京アクアティクスセンター 女子100m背泳ぎ準決勝 2

男子4×100mフリーリレー決勝

12:05 東京アクアティクスセンター
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https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-100m-backstroke-sfnl-000100-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-100m-backstroke-sfnl-000200-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-4-x-100m-freestyle-relay-fnl-000100-.htm


19:02 東京アクアティクスセンター 女子200m自由形予選 - 1組

19:07 東京アクアティクスセンター 女子200m自由形予選 - 2組

19:12 東京アクアティクスセンター 女子200m自由形予選 - 3組

19:17 東京アクアティクスセンター 女子200m自由形予選 - 4組

19:22 東京アクアティクスセンター 女子200m自由形予選 - 5組

19:27 東京アクアティクスセンター 女子200m自由形予選 - 6組

19:29 東京アクアティクスセンター 男子200mバタフライ予選 - 1組

19:35 東京アクアティクスセンター 男子200mバタフライ予選 - 2組

19:41 東京アクアティクスセンター 男子200mバタフライ予選 - 3組

19:47 東京アクアティクスセンター 男子200mバタフライ予選 - 4組

セッション  19:00 - 21:30
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https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-200m-freestyle-heat-000100-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-200m-freestyle-heat-000200-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-200m-freestyle-heat-000300-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-200m-freestyle-heat-000400-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-200m-freestyle-heat-000500-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-200m-freestyle-heat-000600-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-200m-butterfly-heat-000100-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-200m-butterfly-heat-000200-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-200m-butterfly-heat-000300-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-200m-butterfly-heat-000400-.htm


19:56 東京アクアティクスセンター 女子200m個人メドレー予選 - 1組

20:02 東京アクアティクスセンター 女子200m個人メドレー予選 - 2組

20:08 東京アクアティクスセンター 女子200m個人メドレー予選 - 3組

20:14 東京アクアティクスセンター 女子200m個人メドレー予選 - 4組

20:20 東京アクアティクスセンター 女子200m個人メドレー予選 - 5組

20:26 東京アクアティクスセンター 女子200m個人メドレー予選 - 6組

20:32 東京アクアティクスセンター
女子1500m自由形予選 - 1組

20:49 東京アクアティクスセンター
女子1500m自由形予選 - 2組

21:06 東京アクアティクスセンター
女子1500m自由形予選 - 3組

21:23 東京アクアティクスセンター
女子1500m自由形予選 - 4組
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https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-200m-individual-medley-heat-000100-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-200m-individual-medley-heat-000200-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-200m-individual-medley-heat-000300-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-200m-individual-medley-heat-000400-.htm
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https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-1500m-freestyle-heat-000100-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-1500m-freestyle-heat-000200-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-1500m-freestyle-heat-000300-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-1500m-freestyle-heat-000400-.htm


7月27日 (火)

開始時間 場所 種目 ステータス

10:30 東京アクアティクスセンター 女子200m自由形準決勝 1

10:36 東京アクアティクスセンター 女子200m自由形準決勝 2

男子200m自由形決勝

女子100m背泳ぎ決勝

セッション  10:30 - 12:30

10:43 東京アクアティクスセンター

10:51 東京アクアティクスセンター
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https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/olympic-schedule-and-results-date=2021-07-27.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-200m-freestyle-sfnl-000100-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-200m-freestyle-sfnl-000200-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-200m-freestyle-fnl-000100-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-100m-backstroke-fnl-000100-.htm


男子100m背泳ぎ決勝

女子100m平泳ぎ決勝

11:35 東京アクアティクスセンター 男子200mバタフライ準決勝 1

11:41 東京アクアティクスセンター 男子200mバタフライ準決勝 2

東京アクアティクスセンター

11:17 東京アクアティクスセンター

10:59
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https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-100m-backstroke-fnl-000100-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-100m-breaststroke-fnl-000100-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-200m-butterfly-sfnl-000100-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-200m-butterfly-sfnl-000200-.htm


11:58 東京アクアティクスセンター 女子200m個人メドレー準決勝 1

12:05 東京アクアティクスセンター 女子200m個人メドレー準決勝 2

16

https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-200m-individual-medley-sfnl-000100-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-200m-individual-medley-sfnl-000200-.htm


19:02 東京アクアティクスセンター 男子100m自由形予選 - 1組

19:05 東京アクアティクスセンター 男子100m自由形予選 - 2組

19:08 東京アクアティクスセンター 男子100m自由形予選 - 3組

19:11 東京アクアティクスセンター 男子100m自由形予選 - 4組

19:14 東京アクアティクスセンター 男子100m自由形予選 - 5組

19:17 東京アクアティクスセンター 男子100m自由形予選 - 6組

19:20 東京アクアティクスセンター 男子100m自由形予選 - 7組

19:23 東京アクアティクスセンター 男子100m自由形予選 - 8組

19:28 東京アクアティクスセンター 女子200mバタフライ予選 - 1組

19:34 東京アクアティクスセンター 女子200mバタフライ予選 - 2組

19:40 東京アクアティクスセンター 女子200mバタフライ予選 - 3組

19:46 東京アクアティクスセンター 女子200mバタフライ予選 - 4組

セッション  19:00 - 21:30
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https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-100m-freestyle-heat-000100-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-100m-freestyle-heat-000200-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-100m-freestyle-heat-000300-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-100m-freestyle-heat-000400-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-100m-freestyle-heat-000500-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-100m-freestyle-heat-000600-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-100m-freestyle-heat-000700-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-100m-freestyle-heat-000800-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-200m-butterfly-heat-000100-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-200m-butterfly-heat-000200-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-200m-butterfly-heat-000300-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-200m-butterfly-heat-000400-.htm


19:50 東京アクアティクスセンター 男子200m平泳ぎ予選 - 1組

19:56 東京アクアティクスセンター 男子200m平泳ぎ予選 - 2組

20:02 東京アクアティクスセンター 男子200m平泳ぎ予選 - 3組

20:08 東京アクアティクスセンター 男子200m平泳ぎ予選 - 4組

20:14 東京アクアティクスセンター 男子200m平泳ぎ予選 - 5組

20:17 東京アクアティクスセンター 男子4×200mフリーリレー予選 - 1組

20:27 東京アクアティクスセンター 男子4×200mフリーリレー予選 - 2組

20:37 東京アクアティクスセンター 男子800m自由形予選 - 1組

20:47 東京アクアティクスセンター 男子800m自由形予選 - 2組

20:57 東京アクアティクスセンター 男子800m自由形予選 - 3組

21:07 東京アクアティクスセンター 男子800m自由形予選 - 4組

21:17 東京アクアティクスセンター 男子800m自由形予選 - 5組

21:27 東京アクアティクスセンター 男子800m自由形予選 - 6組
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https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-200m-breaststroke-heat-000100-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-200m-breaststroke-heat-000200-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-200m-breaststroke-heat-000300-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-200m-breaststroke-heat-000400-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-200m-breaststroke-heat-000500-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-4-x-200m-freestyle-relay-heat-000100-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-4-x-200m-freestyle-relay-heat-000200-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-800m-freestyle-heat-000100-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-800m-freestyle-heat-000200-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-800m-freestyle-heat-000300-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-800m-freestyle-heat-000400-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-800m-freestyle-heat-000500-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-800m-freestyle-heat-000600-.htm


7月28日 (水)

開始時間 場所 種目 ステータス

10:30 東京アクアティクスセンター 男子100m自由形準決勝 1

10:35 東京アクアティクスセンター 男子100m自由形準決勝 2

女子200m自由形決勝

男子200mバタフライ決勝

セッション  10:30 - 13:05

10:41 東京アクアティクスセンター

10:49 東京アクアティクスセンター
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https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/olympic-schedule-and-results-date=2021-07-28.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-100m-freestyle-sfnl-000100-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-100m-freestyle-sfnl-000200-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-200m-freestyle-fnl-000100-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-200m-butterfly-fnl-000100-.htm


10:57 東京アクアティクスセンター 女子200mバタフライ準決勝 1

11:04 東京アクアティクスセンター 女子200mバタフライ準決勝 2

11:21 東京アクアティクスセンター
男子200m平泳ぎ準決勝 1

11:28 東京アクアティクスセンター

男子200m平泳ぎ準決勝 2

女子200m個人メドレー決勝

11:45 東京アクアティクスセンター
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https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-200m-butterfly-sfnl-000100-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-200m-butterfly-sfnl-000200-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-200m-breaststroke-sfnl-000100-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-men-s-200m-breaststroke-sfnl-000200-.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/swimming/results-women-s-200m-individual-medley-fnl-000100-.htm


女子1500m自由形決勝

男子4×200mフリーリレー決勝

11:54 東京アクアティクスセンター

12:26 東京アクアティクスセンター
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19:02 東京アクアティクスセンター 女子100m自由形予選 - 1組

19:05 東京アクアティクスセンター 女子100m自由形予選 - 2組

19:08 東京アクアティクスセンター 女子100m自由形予選 - 3組

19:11 東京アクアティクスセンター 女子100m自由形予選 - 4組

19:14 東京アクアティクスセンター 女子100m自由形予選 - 5組

19:17 東京アクアティクスセンター 女子100m自由形予選 - 6組

19:20 東京アクアティクスセンター 女子100m自由形予選 - 7組

19:25 東京アクアティクスセンター 男子200m背泳ぎ予選 - 1組

19:31 東京アクアティクスセンター 男子200m背泳ぎ予選 - 2組

19:37 東京アクアティクスセンター 男子200m背泳ぎ予選 - 3組

19:43 東京アクアティクスセンター 男子200m背泳ぎ予選 - 4組

19:52 東京アクアティクスセンター 女子200m平泳ぎ予選 - 1組

19:58 東京アクアティクスセンター 女子200m平泳ぎ予選 - 2組

20:04 東京アクアティクスセンター 女子200m平泳ぎ予選 - 3組

20:10 東京アクアティクスセンター 女子200m平泳ぎ予選 - 4組

セッション  19:00 - 21:30
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20:15 東京アクアティクスセンター 男子200m個人メドレー予選 - 1組

20:20 東京アクアティクスセンター 男子200m個人メドレー予選 - 2組

20:25 東京アクアティクスセンター 男子200m個人メドレー予選 - 3組

20:30 東京アクアティクスセンター 男子200m個人メドレー予選 - 4組

20:34 東京アクアティクスセンター 女子4×200mフリーリレー予選 - 1組

20:44 東京アクアティクスセンター 女子4×200mフリーリレー予選 - 2組
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7月29日 (木)

開始時間 場所 種目 ステータス

男子800m自由形決勝

男子200m平泳ぎ決勝

10:53 東京アクアティクスセンター 女子100m自由形準決勝 1

10:58 東京アクアティクスセンター 女子100m自由形準決勝 2

11:04 東京アクアティクスセンター 男子200m背泳ぎ準決勝 1

11:11 東京アクアティクスセンター 男子200m背泳ぎ準決勝 2

10:44 東京アクアティクスセンター

セッション  10:30 - 13:15

10:30 東京アクアティクスセンター
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女子200mバタフライ決勝

男子100m自由形決勝

11:54 東京アクアティクスセンター 女子200m平泳ぎ準決勝 1

12:01 東京アクアティクスセンター 女子200m平泳ぎ準決勝 2

11:28 東京アクアティクスセンター

11:37 東京アクアティクスセンター
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12:08 東京アクアティクスセンター 男子200m個人メドレー準決勝 1

12:14 東京アクアティクスセンター 男子200m個人メドレー準決勝 2

女子4×200mフリーリレー決勝

12:31 東京アクアティクスセンター
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19:02 東京アクアティクスセンター 女子800m自由形予選 - 1組

19:14 東京アクアティクスセンター 女子800m自由形予選 - 2組

19:26 東京アクアティクスセンター 女子800m自由形予選 - 3組

19:38 東京アクアティクスセンター 女子800m自由形予選 - 4組

19:50 東京アクアティクスセンター 男子100mバタフライ予選 - 1組

19:53 東京アクアティクスセンター 男子100mバタフライ予選 - 2組

19:56 東京アクアティクスセンター 男子100mバタフライ予選 - 3組

19:59 東京アクアティクスセンター 男子100mバタフライ予選 - 4組

20:02 東京アクアティクスセンター 男子100mバタフライ予選 - 5組

20:05 東京アクアティクスセンター 男子100mバタフライ予選 - 6組

セッション  19:00 - 21:30
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20:08 東京アクアティクスセンター 女子200m背泳ぎ予選 - 1組

20:13 東京アクアティクスセンター 女子200m背泳ぎ予選 - 2組

20:18 東京アクアティクスセンター 女子200m背泳ぎ予選 - 3組

20:23 東京アクアティクスセンター 女子200m背泳ぎ予選 - 4組

20:28 東京アクアティクスセンター 混合4×100mメドレーリレー予選 - 1組

20:38 東京アクアティクスセンター 混合4×100mメドレーリレー予選 - 2組
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7月30日 (金)

開始時間 場所 種目 ステータス

10:30 東京アクアティクスセンター 男子100mバタフライ準決勝 1

10:35 東京アクアティクスセンター 男子100mバタフライ準決勝 2

女子200m平泳ぎ決勝

セッション  10:30 - 12:30

10:41 東京アクアティクスセンター
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男子200m背泳ぎ決勝

女子100m自由形決勝

男子200m個人メドレー決勝

11:35 東京アクアティクスセンター 女子200m背泳ぎ準決勝 1

11:42 東京アクアティクスセンター 女子200m背泳ぎ準決勝 2

11:16 東京アクアティクスセンター

10:59 東京アクアティクスセンター

10:50 東京アクアティクスセンター
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19:02 東京アクアティクスセンター 男子50m自由形予選 - 1組

19:04 東京アクアティクスセンター 男子50m自由形予選 - 2組

19:06 東京アクアティクスセンター 男子50m自由形予選 - 3組

19:08 東京アクアティクスセンター 男子50m自由形予選 - 4組

19:10 東京アクアティクスセンター 男子50m自由形予選 - 5組

19:12 東京アクアティクスセンター 男子50m自由形予選 - 6組

19:14 東京アクアティクスセンター 男子50m自由形予選 - 7組

19:16 東京アクアティクスセンター 男子50m自由形予選 - 8組

19:18 東京アクアティクスセンター 男子50m自由形予選 - 9組

19:20 東京アクアティクスセンター 男子50m自由形予選 - 10組

19:22 東京アクアティクスセンター 男子50m自由形予選 - 11組

19:24 東京アクアティクスセンター 女子50m自由形予選 - 1組

19:26 東京アクアティクスセンター 女子50m自由形予選 - 2組

19:28 東京アクアティクスセンター 女子50m自由形予選 - 3組

19:30 東京アクアティクスセンター 女子50m自由形予選 - 4組

19:32 東京アクアティクスセンター 女子50m自由形予選 - 5組

19:34 東京アクアティクスセンター 女子50m自由形予選 - 6組

19:36 東京アクアティクスセンター 女子50m自由形予選 - 7組

19:38 東京アクアティクスセンター 女子50m自由形予選 - 8組

セッション  19:00 - 21:30
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19:40 東京アクアティクスセンター 女子50m自由形予選 - 9組

19:42 東京アクアティクスセンター 女子50m自由形予選 - 10組

19:44 東京アクアティクスセンター 女子50m自由形予選 - 11組

19:46 東京アクアティクスセンター 女子50m自由形予選 - 12組

19:48 東京アクアティクスセンター 男子1500m自由形予選 - 1組

20:06 東京アクアティクスセンター 男子1500m自由形予選 - 2組

20:24 東京アクアティクスセンター 男子1500m自由形予選 - 3組

20:42 東京アクアティクスセンター 男子1500m自由形予選 - 4組

21:00 東京アクアティクスセンター 男子1500m自由形予選 - 5組

21:18 東京アクアティクスセンター 男子1500m自由形予選 - 6組

21:36 東京アクアティクスセンター 女子4×100mメドレーリレー予選 - 1組

21:42 東京アクアティクスセンター 女子4×100mメドレーリレー予選 - 2組
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21:50 東京アクアティクスセンター 男子4×100mメドレーリレー予選 - 1組

22:00 東京アクアティクスセンター 男子4×100mメドレーリレー予選 - 2組

22:10 東京アクアティクスセンター 男子4×100mメドレーリレー予選 - 3組
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7月31日 (土)

開始時間 場所 種目 ステータス

男子100mバタフライ決勝

女子200m背泳ぎ決勝

セッション  10:30 - 12:30

10:30 東京アクアティクスセンター

10:37 東京アクアティクスセンター
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女子800m自由形決勝

11:11 東京アクアティクスセンター 男子50m自由形準決勝 1

11:16 東京アクアティクスセンター 男子50m自由形準決勝 2

11:32 東京アクアティクスセンター 女子50m自由形準決勝 1

11:37 東京アクアティクスセンター 女子50m自由形準決勝 2

混合4×100mメドレーリレー決勝

10:46 東京アクアティクスセンター

11:43 東京アクアティクスセンター
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8月1日 (日)

開始時間 場所 種目 ステータス

男子50m自由形決勝

女子50m自由形決勝

男子1500m自由形決勝

女子4×100mメドレーリレー決勝

男子4×100mメドレーリレー決勝

11:36 東京アクアティクスセンター

10:44 東京アクアティクスセンター

11:15 東京アクアティクスセンター

セッション  10:30 - 12:30

10:30 東京アクアティクスセンター

10:37 東京アクアティクスセンター
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