
Game No. 32013.9.6

相模原グリーンプール

第89回日本学生選手権 水球競技 明治大 2 5003

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 213 783審 判: 福元 田原・

1P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ87:36 明治大 並木 秀介（4） 田中 辰樹（4）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ明治大

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ11日本大 宿里 銀次（4）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ明治大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ日本大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ明治大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ8明治大 並木 秀介（4）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ85:17 1-0明治大 並木 秀介（4）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ日本大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ明治大

5mｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ114:21 1-1日本大 宿里 銀次（4）

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ53:55 2-1明治大 道場 憲（2）

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ83:40 日本大 石谷 俊樹（2） 道場 憲（2）

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ83:26 2-2日本大 石谷 俊樹（2）

退水誘発/その他33:5 明治大 春日 一平（1） 樺島 由裕（4）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ明治大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ日本大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ明治大

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ81:47 2-3日本大 石谷 俊樹（2）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ明治大

5mｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ11日本大 宿里 銀次（4）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ明治大

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ110:20 日本大 宿里 銀次（4） 海老原 昌貴（1）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ日本大

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ1明治大 田板 淳平（3）

2P

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ11日本大 宿里 銀次（4）

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ7明治大 古屋 弘紀（2）

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ5日本大 田中 辰樹（4）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ明治大

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ86:12 日本大 石谷 俊樹（2） 海老原 昌貴（1）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ明治大

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ125:6 2-4日本大 松下 渉（2）

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ3明治大 春日 一平（1）

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ7日本大 丸山 真史（4）

5mｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ44:4 3-4明治大 佐藤 恭亮（2）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ53:18 明治大 道場 憲（2） 石谷 俊樹（2）

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ8明治大 並木 秀介（4）

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ112:41 3-5日本大 宿里 銀次（4）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ明治大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ明治大

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ6日本大 樺島 由裕（4）

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ31:30 4-5明治大 春日 一平（1）

5mｼｭｰﾄ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ11日本大 宿里 銀次（4）

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ31:12 明治大 春日 一平（1） 石谷 俊樹（2）

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ5明治大 道場 憲（2）

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ40:33 4-6日本大 一木 駿也（1）

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ30:6 5-6明治大 春日 一平（1）

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ11日本大 宿里 銀次（4）

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/明治大

3P

GK交代/13日本大 兼信 玲基（3）

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ127:39 日本大 松下 渉（2） 海老原 昌貴（1）

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ3日本大 森田 和（3）

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ127:14 5-7日本大 松下 渉（2）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ明治大

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ116:57 日本大 宿里 銀次（4） 並木 秀介（4）

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ116:46 5-8日本大 宿里 銀次（4）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ明治大

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ126:1 5-9日本大 松下 渉（2）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ明治大

P誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ95:28 日本大 濵島 廣太郎（1） 春日 一平（1）

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ95:28 5-10日本大 濵島 廣太郎（1）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ明治大

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ3日本大 森田 和（3）

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ5明治大 道場 憲（2）

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ12日本大 松下 渉（2）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ日本大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ明治大

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ23:1 日本大 今井 淳貴（3） 佐藤 恭亮（2）

ﾀｲﾑｱｳﾄ12:55 日本大

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ122:35 5-11日本大 松下 渉（2）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ明治大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ日本大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ明治大

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ21:20 5-12日本大 今井 淳貴（3）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ明治大

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ120:43 5-13日本大 松下 渉（2）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ明治大

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ90:11 5-14日本大 濵島 廣太郎（1）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ明治大

4P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ明治大

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ87:25 日本大 石谷 俊樹（2） 道場 憲（2）

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ57:21 5-15日本大 田中 辰樹（4）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ明治大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ明治大

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ86:23 5-16日本大 石谷 俊樹（2）

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ7明治大 古屋 弘紀（2）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ明治大

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ3日本大 森田 和（3）

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ85:6 5-17日本大 石谷 俊樹（2）

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ84:50 明治大 並木 秀介（4） 田中 辰樹（4）

退水誘発/34:32 明治大 春日 一平（1） 森田 和（3）

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ9明治大 山上 源太（3）

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ53:58 5-18日本大 田中 辰樹（4）

GK交代/133:58 明治大 武部 篤（1）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ明治大

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ8日本大 石谷 俊樹（2）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ明治大

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ72:24 5-19日本大 丸山 真史（4）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ明治大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ明治大

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ81:6 5-20日本大 石谷 俊樹（2）

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ3明治大 春日 一平（1）

退水誘発/その他40:23 日本大 一木 駿也（1） 山上 源太（3）

退水誘発/その他90:23 明治大 山上 源太（3） 一木 駿也（1）

製作：（公財）日本水泳連盟水球委員会技術部 (C) Copyright 2004-2012 Japan Swimming Federation



Game No. 32013.9.6

相模原グリーンプール

第89回日本学生選手権 水球競技 明治大 2 5003

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 213 783審 判: 福元 田原・

退水誘発/その他80:2 日本大 石谷 俊樹（2） 並木 秀介（4）

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ80:0 5-21日本大 石谷 俊樹（2）

製作：（公財）日本水泳連盟水球委員会技術部 (C) Copyright 2004-2012 Japan Swimming Federation


