
POWODZENIA POLSKO!

がんばれ ポーランド！

トマシュ

コーチ（女性チーム）

マルタ

選 手
K-1（200ｍ） / K-1（500ｍ）

ヘレナ

選 手
K-1（200ｍ） / K-4（500ｍ）

アンナ

選 手
K-2（500ｍ） / K-4（500ｍ）

ユスティナ

選 手
K-1（500ｍ） / K-4（500ｍ）

カタジェナ

選 手
K-4（500ｍ）

カロリーナ

選 手
K-2（500ｍ） / K-4（500ｍ）

マリウシュ

コーチ（女性チーム）

ドロータ

選 手
C-1（200ｍ）

アンジェイ

コーチ（男性チーム）

マレク

コーチ（男性チーム）

マテウシュ

選 手
C-1（1000ｍ）

トマシュ

選 手
C-2（1000ｍ）

ヴィクトル

選 手
C-2（1000ｍ）

アナトーリ

理学療法士

アグニエシュカ

理学療法士

モニカ

理学療法士

ボグミウ

心理学者

イーホリ

医 師

アンジェイ

医 師

ジスワフ

TOMASZ KRYK

MARTA WALCZYKIEWICZ HELENA WISNIEWSKA ANNA PULAWSKA JUSTYNA ISKRZYCKA KATARZYNA KOLODZIEJCZYK KAROLINA NAJA

MARIUSZ SZALKOWSKIDOROTA BOROWSKA ANDRZEJ KAMINSKI

MAREK ZACHARA

MATEUSZ KAMINSKI TOMASZ BARNIAK WIKTOR GLAZUNOW

ANATOLIY HUPALOAGNIESZKA FILARECKAMONIKA ADAMSKABOGUMIL GLUSZKOWSKIIHOR OLIINYKANDRZEJ RAKOWSKI

ZDZISLAW SZUBSKI

チームリーダー

K … カヤック ／ C … カナディアン ／ 1 … シングル（1人）／ 2 … ペア（2人）／ 4 … フォア（4人）

カ ヌ ー
ス プ リ ン ト

競技日程

［ 会 場 ］
海の森水上競技場

8/2（月）　9：30－13：00
女子 （K-1） 200m 予選

男子 （C-2） 1000m 予選

男子 （K-1） 1000m 予選

女子 （K-2） 500m 予選

女子 （K-1） 200m 準々決勝

男子 （C-2） 1000m 準々決勝

男子 （K-1） 1000m 準々決勝

女子 （K-2） 500m 準々決勝

8/3（火）　9：30－13：15
女子 （K-1） 200m 準決勝

男子 （C-2） 1000m 準決勝

男子 （K-1） 1000m 準決勝

女子 （K-2） 500m 準決勝

女子 （K-1） 200m A決勝・B決勝

男子 （C-2） 1000m A決勝・B決勝

女子 （K-1） 200m 表彰式

男子 （K-1） 1000m A決勝・B決勝

男子 （C-2） 1000m 表彰式

女子 （K-2） 500m A決勝・B決勝

男子 （K-1） 1000m 表彰式

女子 （K-2） 500m 表彰式

8/4（水）　9：30－12：40
男子 （K-1） 200m 予選

女子 （C-1） 200m 予選

女子 （K-1） 500m 予選

男子 （K-2） 1000m 予選

男子 （K-1） 200m 準々決勝

女子 （C-1） 200m 準々決勝

女子 （K-1） 500m 準々決勝

男子 （K-2） 1000m 準々決勝

8/5（木）　9：30－13：05
男子 （K-1） 200m 準決勝

女子 （C-1） 200m 準決勝

女子 （K-1） 500m 準決勝

男子 （K-2） 1000m 準決勝

男子 （K-1） 200m A決勝・B決勝

女子 （C-1） 200m A決勝・B決勝

男子 （K-1） 200m 表彰式

女子 （K-1） 500m A決勝・B決勝

女子 （C-1） 200m 表彰式

男子 （K-2） 1000m A決勝・B決勝

女子 （K-1） 500m 表彰式

男子 （K-2） 1000m 表彰式

8/6（金）　9：30－11：40
女子 （C-2） 500m 予選

男子 （C-1） 1000m 予選

女子 （K-4） 500m 予選

男子 （K-4） 500m 予選

女子 （C-2） 500m 準々決勝

男子 （C-1） 1000m 準々決勝

8/7（土）　9：30－12：50
女子 （C-2） 500m 準決勝

男子 （C-1） 1000m 準決勝

女子 （K-4） 500m 準決勝

男子 （K-4） 500m 準決勝

女子 （C-2） 500m A決勝・B決勝

男子 （C-1） 1000m A決勝・B決勝

女子 （C-2） 500m 表彰式

女子 （K-4） 500m A決勝

男子 （C-1） 1000m 表彰式

男子 （K-4） 500m A決勝

女子 （K-4） 500m 表彰式

男子 （K-4） 500m 表彰式

オリンピックに関する
情報はこちら！
QRコードを読み取って
ください。


