
Game No. 22013.10.12

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 藤村 6 21645

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

全びわこ 94 221審 判: 中 潮崎・

1P

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ67:41 1-0藤村 菅野 優美

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ27:29 全びわこ 土田 千夏 羽田 瑛子

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ9全びわこ 瀧川 侑香

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ藤村

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ全びわこ

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ66:26 藤村 菅野 優美 浅田 倫佳

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ56:4 2-0藤村 羽田 瑛子

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ25:48 全びわこ 土田 千夏 羽田 瑛子

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ65:38 2-1全びわこ 浅田 倫佳

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ藤村

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ45:3 全びわこ 森 翼 安本 智恵

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ94:46 2-2全びわこ 瀧川 侑香

P誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ64:27 藤村 菅野 優美 浅田 倫佳

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ124:27 3-2藤村 中野 由美

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ7全びわこ 満尾 愛奈

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ83:43 藤村 小中 美沙 梅田 優子

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ83:42 4-2藤村 小中 美沙

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ7全びわこ 満尾 愛奈

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ7全びわこ 満尾 愛奈

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ122:23 5-2藤村 中野 由美

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ4全びわこ 森 翼

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ8藤村 小中 美沙

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ61:25 5-3全びわこ 浅田 倫佳

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ60:59 6-3藤村 菅野 優美

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ全びわこ

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ藤村

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ40:14 6-4全びわこ 森 翼

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/藤村

2P

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ87:45 7-4藤村 小中 美沙

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ4全びわこ 森 翼

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ藤村

退水誘発/その他37:2 全びわこ 高橋 里佳 安本 智恵

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ9全びわこ 瀧川 侑香

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ藤村

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ全びわこ

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ藤村

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ3全びわこ 高橋 里佳

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ3藤村 田川 瑞記

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ44:55 7-5全びわこ 森 翼

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ藤村

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ全びわこ

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ藤村

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ9全びわこ 瀧川 侑香

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ53:34 8-5藤村 羽田 瑛子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ全びわこ

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ藤村

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ6全びわこ 浅田 倫佳

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ122:15 9-5藤村 中野 由美

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ全びわこ

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ31:38 10-5藤村 田川 瑞記

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ全びわこ

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ9藤村 平山 緑

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ全びわこ

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ80:43 11-5藤村 小中 美沙

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ全びわこ

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ7藤村 宇田川佑里子

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ4全びわこ 森 翼

3P

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ7全びわこ 満尾 愛奈

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ87:21 藤村 小中 美沙 満尾 愛奈

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ87:20 12-5藤村 小中 美沙

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ全びわこ

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ13藤村 吉田 奈央

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ全びわこ

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ藤村

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ全びわこ

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ8藤村 小中 美沙

5mｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ4全びわこ 森 翼

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ12藤村 中野 由美

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ全びわこ

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ54:34 13-5藤村 羽田 瑛子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ全びわこ

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ3藤村 田川 瑞記

5mｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ43:37 13-6全びわこ 森 翼

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ藤村

退水誘発/その他43:14 全びわこ 森 翼 大竹 いこい

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ62:50 13-7全びわこ 浅田 倫佳

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ藤村

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ全びわこ

退水誘発/その他112:22 藤村 丸川 葉子 浅田 倫佳

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ22:5 14-7藤村 大竹 いこい

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ5全びわこ 栗原 由佳

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ71:13 15-7藤村 宇田川佑里子

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ4全びわこ 森 翼

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ藤村

ﾀｲﾑｱｳﾄ10:24 全びわこ

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ全びわこ

4P

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ3全びわこ 高橋 里佳

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ67:14 16-7藤村 菅野 優美

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ全びわこ

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ46:45 17-7藤村 佐藤 奈緒乃

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ46:33 全びわこ 森 翼 大竹 いこい

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ4全びわこ 森 翼

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ7全びわこ 満尾 愛奈

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ藤村

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ45:42 全びわこ 森 翼 佐藤 奈緒乃

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ45:37 17-8全びわこ 森 翼

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ藤村

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ35:12 全びわこ 高橋 里佳 大竹 いこい

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ24:56 17-9全びわこ 土田 千夏

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ34:47 藤村 田川 瑞記 森 翼

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ114:37 18-9藤村 丸川 葉子

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ4全びわこ 森 翼

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ74:1 藤村 宇田川佑里子 土田 千夏

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ10藤村 安本 智恵

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ全びわこ

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ113:12 19-9藤村 丸川 葉子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ全びわこ

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ102:40 20-9藤村 安本 智恵

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ全びわこ

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ藤村

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ4全びわこ 森 翼

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ藤村

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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全びわこ 94 221審 判: 中 潮崎・

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ31:6 全びわこ 高橋 里佳 宇田川佑里子

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ2全びわこ 土田 千夏

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ40:46 藤村 佐藤 奈緒乃 土田 千夏

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ30:19 21-9藤村 田川 瑞記

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ全びわこ

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ4藤村 佐藤 奈緒乃

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


