
Game No. 42013.10.12

新潟県立柏崎アクアパーク

第89回日本選手権水泳競技大会 水球競技 ブルボンWPC柏崎 3 17536

時間 チーム･番号 氏名       攻撃項目    得点･退水者 時間 チーム･番号 氏名       攻撃項目  得点･退水者

日本大学 71 222審 判: Juhász 中・

1P

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ67:39 ブルボン 志水 祐介 田中 辰樹

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ27:34 1-0ブルボン 筈井 翔太

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ77:23 日本大学 石谷 俊樹 下園 将士

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大学

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙブルボン

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大学

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙブルボン

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大学

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ5ブルボン 下園 将士

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大学

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙブルボン

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ44:29 日本大学 丸山 真史 保田 賢也

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ日本大学

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ63:50 ブルボン 志水 祐介 樺島 由裕

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙブルボン

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大学

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ22:58 2-0ブルボン 筈井 翔太

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大学

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙブルボン

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ71:57 日本大学 石谷 俊樹 布目 敬悟

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ71:48 2-1日本大学 石谷 俊樹

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ8ブルボン 青栁 勧

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ11日本大学 宿里 銀次

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ21:2 ブルボン 筈井 翔太 松下 渉

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ40:38 3-1ブルボン 保田 賢也

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ70:22 日本大学 石谷 俊樹 永田 敏

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/日本大学

2P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大学

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ2ブルボン 筈井 翔太

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙブルボン

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大学

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ66:19 4-1ブルボン 志水 祐介

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ日本大学

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ65:56 5-1ブルボン 志水 祐介

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ115:45 日本大学 宿里 銀次 下園 将士

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ12日本大学 松下 渉

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙブルボン

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ74:42 日本大学 石谷 俊樹 鄭 洲和

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ74:39 5-2日本大学 石谷 俊樹

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ64:16 ブルボン 志水 祐介 田中 辰樹

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ11ブルボン 鄭 洲和

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ2ブルボン 筈井 翔太

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ63:49 6-2ブルボン 志水 祐介

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大学

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙブルボン

5mｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ12日本大学 松下 渉

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙブルボン

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ11日本大学 宿里 銀次

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙブルボン

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ日本大学

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ111:30 7-2ブルボン 鄭 洲和

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ71:11 7-3日本大学 石谷 俊樹

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ20:53 8-3ブルボン 筈井 翔太

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大学

P誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ60:15 ブルボン 志水 祐介 丸山 真史

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ70:15 9-3ブルボン 江﨑 大地

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大学

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ2ブルボン 筈井 翔太

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/日本大学

3P

GK交代/138:0 ブルボン 棚村 克行

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ97:39 10-3ブルボン 坂本 将一

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大学

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙブルボン

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ6日本大学 森田 和

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ86:14 ブルボン 青栁 勧 宿里 銀次

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ2ブルボン 筈井 翔太

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ75:52 日本大学 石谷 俊樹 筈井 翔太

ﾀｲﾑｱｳﾄ15:51 日本大学

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ11日本大学 宿里 銀次

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ9ブルボン 坂本 将一

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ11日本大学 宿里 銀次

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙブルボン

退水誘発/その他114:1 日本大学 宿里 銀次 青栁 勧

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ113:57 10-4日本大学 宿里 銀次

退水誘発/その他33:41 ブルボン 布目 敬悟 森田 和

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ11ブルボン 鄭 洲和

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ113:20 11-4ブルボン 鄭 洲和

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ5日本大学 今井 淳貴

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙブルボン

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大学

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ3ブルボン 布目 敬悟

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ111:41 11-5日本大学 宿里 銀次

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙブルボン

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大学

退水誘発/その他20:49 ブルボン 筈井 翔太 松下 渉

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ70:44 12-5ブルボン 江﨑 大地

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大学

5mｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ7ブルボン 江﨑 大地

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/日本大学

4P

退水誘発/その他67:43 ブルボン 志水 祐介 樺島 由裕

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ67:40 13-5ブルボン 志水 祐介

退水誘発/その他117:21 日本大学 宿里 銀次 筈井 翔太

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ日本大学

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ86:37 14-5ブルボン 青栁 勧

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大学

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ9ブルボン 坂本 将一

P誘発/その他45:38 日本大学 丸山 真史 棚村 克行

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ35:38 14-6日本大学 田中 辰樹

退水誘発/その他75:26 ブルボン 江﨑 大地 田中 辰樹

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ3ブルボン 布目 敬悟

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ114:47 14-7日本大学 宿里 銀次

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ94:34 15-7ブルボン 坂本 将一

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ74:5 日本大学 石谷 俊樹 布目 敬悟

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ4日本大学 丸山 真史

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ8ブルボン 青栁 勧

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大学

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ10ブルボン 永田 敏

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大学

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ7ブルボン 江﨑 大地

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ日本大学

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ51:16 16-7ブルボン 下園 将士

GK交代/131:16 日本大学 兼信 玲基

製作：（公財）日本水泳連盟水球委員会技術部 (C) Copyright 2004-2013 Japan Swimming Federation
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日本大学 71 222審 判: Juhász 中・

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大学

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ80:20 17-7ブルボン 青栁 勧

ﾐﾄﾞﾙ/11日本大学 宿里 銀次

製作：（公財）日本水泳連盟水球委員会技術部 (C) Copyright 2004-2013 Japan Swimming Federation


