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相模原グリーンプール

第89回日本学生選手権 水球競技 筑波大 2 12343

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

早稲田大 143 344審 判: 牧田 福元・

1P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ早稲田大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ筑波大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ早稲田大

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ3筑波大 市川 雅浩（2）

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ126:44 0-1早稲田大 深川 幹徳（1）

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ76:23 1-1筑波大 若杉 直人（4）

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ8早稲田大 瀧川 俊也（2）

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ4筑波大 吉田 浩基（3）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ早稲田大

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ4筑波大 吉田 浩基（3）

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ94:33 2-1筑波大 川合 英介（4）

5mｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ7早稲田大 戸張 真寿（3）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ筑波大

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ2早稲田大 三浦 悠佑（4）

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ4筑波大 吉田 浩基（3）

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ92:57 早稲田大 深田 隼輔（2） 川合 英介（4）

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ122:35 2-2早稲田大 深川 幹徳（1）

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ5筑波大 藤井 陽平（1）

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ6筑波大 淡路 佳太（2）

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ5筑波大 藤井 陽平（1）

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ121:29 早稲田大 深川 幹徳（1） 藤井 陽平（1）

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ81:7 2-3早稲田大 瀧川 俊也（2）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ筑波大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ早稲田大

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ7筑波大 若杉 直人（4）

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ1早稲田大 加藤 廉也（4）

2P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ早稲田大

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ27:11 3-3筑波大 沼口 光（4）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ早稲田大

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ96:30 4-3筑波大 川合 英介（4）

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ66:9 4-4早稲田大 武田 望（3）

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ3筑波大 市川 雅浩（2）

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ95:23 早稲田大 深田 隼輔（2） 淡路 佳太（2）

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ65:10 4-5早稲田大 武田 望（3）

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ4筑波大 吉田 浩基（3）

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ84:44 早稲田大 瀧川 俊也（2） 若杉 直人（4）

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ7早稲田大 戸張 真寿（3）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ筑波大

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ7早稲田大 戸張 真寿（3）

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ4筑波大 吉田 浩基（3）

5mｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ92:48 4-6早稲田大 深田 隼輔（2）

5mｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ42:23 5-6筑波大 吉田 浩基（3）

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ9早稲田大 深田 隼輔（2）

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ71:57 5-7早稲田大 戸張 真寿（3）

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ4筑波大 吉田 浩基（3）

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ8筑波大 山中 裕太（3）

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ4筑波大 吉田 浩基（3）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ筑波大

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ60:25 早稲田大 武田 望（3） 山中 裕太（3）

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ6早稲田大 武田 望（3）

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/筑波大

3P

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ27:32 6-7筑波大 沼口 光（4）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ早稲田大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ筑波大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ早稲田大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ筑波大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ早稲田大

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ5筑波大 藤井 陽平（1）

P誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ75:2 筑波大 若杉 直人（4） 深川 幹徳（1）

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ35:2 7-7筑波大 市川 雅浩（2）

退水誘発/その他64:54 早稲田大 武田 望（3） 山中 裕太（3）

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ7早稲田大 戸張 真寿（3）

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ84:27 7-8早稲田大 瀧川 俊也（2）

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ33:59 8-8筑波大 市川 雅浩（2）

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ93:37 早稲田大 深田 隼輔（2） 沼口 光（4）

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ7早稲田大 戸張 真寿（3）

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ4筑波大 吉田 浩基（3）

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ22:32 早稲田大 三浦 悠佑（4） 淡路 佳太（2）

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ12早稲田大 深川 幹徳（1）

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ92:11 8-9早稲田大 深田 隼輔（2）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ筑波大

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ81:28 8-10早稲田大 瀧川 俊也（2）

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ41:5 9-10筑波大 吉田 浩基（3）

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ70:46 9-11早稲田大 戸張 真寿（3）

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ4筑波大 吉田 浩基（3）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ早稲田大

4P

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ37:36 10-11筑波大 市川 雅浩（2）

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ97:17 10-12早稲田大 深田 隼輔（2）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ筑波大

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ96:20 早稲田大 深田 隼輔（2） 山中 裕太（3）

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ86:1 10-13早稲田大 瀧川 俊也（2）

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ4筑波大 吉田 浩基（3）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ早稲田大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ筑波大

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ7早稲田大 戸張 真寿（3）

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ6筑波大 淡路 佳太（2）

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ9早稲田大 深田 隼輔（2）

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ93:48 11-13筑波大 川合 英介（4）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ早稲田大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ筑波大

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ123:12 早稲田大 深川 幹徳（1） 藤井 陽平（1）

ﾀｲﾑｱｳﾄ13:12 早稲田大

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ82:56 11-14早稲田大 瀧川 俊也（2）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ筑波大

ｲｴﾛｰｶｰﾄﾞ/早稲田大

5mｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ7早稲田大 戸張 真寿（3）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ筑波大

ﾚｯﾄﾞｶｰﾄﾞ/1:30 早稲田大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ早稲田大

ﾀｲﾑｱｳﾄ11:15 筑波大

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ21:1 12-14筑波大 沼口 光（4）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ早稲田大

5mｼｭｰﾄ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ6筑波大 淡路 佳太（2）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ早稲田大

ﾀｲﾑｱｳﾄ20:5 筑波大

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/筑波大
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