
Game No. 182013.9.8
相模原グリーンプール

第89回日本学生選手権 水球競技 日本大 4 18446

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

立命館大 71 132審 判: 福元 黒崎・

1P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ立命館大

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ87:14 日本大 石谷 俊樹（2） 加藤 健太（4）

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ87:12 1-0日本大 石谷 俊樹（2）

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ10立命館大 岩元 貴大（4）

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ116:26 2-0日本大 宿里 銀次（4）

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ9立命館大 倉持 怜王（3）

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ7立命館大 加藤 健太（4）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ立命館大

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ11日本大 宿里 銀次（4）

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ5日本大 田中 辰樹（4）

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ104:35 立命館大 岩元 貴大（4） 丸山 真史（4）

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ9立命館大 倉持 怜王（3）

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ9立命館大 倉持 怜王（3）

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ7立命館大 加藤 健太（4）

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ53:38 3-0日本大 田中 辰樹（4）

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ6立命館大 小泉 秀一（2）

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ82:56 4-0日本大 石谷 俊樹（2）

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ92:36 4-1立命館大 倉持 怜王（3）

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ12日本大 松下 渉（2）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ立命館大

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ6日本大 樺島 由裕（4）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ立命館大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ立命館大

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ5日本大 田中 辰樹（4）

2P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ立命館大

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106:59 4-2立命館大 岩元 貴大（4）

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ66:28 5-2日本大 樺島 由裕（4）

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ3立命館大 井上 慶了（1）

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ125:31 6-2日本大 松下 渉（2）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ立命館大

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ84:44 日本大 石谷 俊樹（2） 加藤 健太（4）

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ44:41 7-2日本大 一木 駿也（1）

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ11立命館大 樋口 彬弘（2）

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ113:53 日本大 宿里 銀次（4） 井上 慶了（1）

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ7日本大 丸山 真史（4）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ日本大

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ9立命館大 倉持 怜王（3）

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ93:13 7-3立命館大 倉持 怜王（3）

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ42:47 8-3日本大 一木 駿也（1）

5mｼｭｰﾄ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ10立命館大 岩元 貴大（4）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ立命館大

退水誘発/その他61:47 日本大 樺島 由裕（4） 倉持 怜王（3）

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ61:38 9-3日本大 樺島 由裕（4）

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ9立命館大 倉持 怜王（3）

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ80:54 日本大 石谷 俊樹（2） 井上 慶了（1）

退水誘発/その他80:47 日本大 石谷 俊樹（2） 樋口 彬弘（2）

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ70:38 10-3日本大 丸山 真史（4）

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ9立命館大 倉持 怜王（3）

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/日本大

3P

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ37:36 日本大 森田 和（3） 大木 淳平（1）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ立命館大

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ5日本大 田中 辰樹（4）

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ10立命館大 岩元 貴大（4）

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ13日本大 長谷川 慎（2）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ日本大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ立命館大

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ45:33 11-3日本大 一木 駿也（1）

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ4立命館大 畦地 翔太（4）

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ34:42 12-3日本大 森田 和（3）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ立命館大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ133:27 12-4立命館大 大木 淳平（1）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ日本大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ立命館大

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ32:9 13-4日本大 森田 和（3）

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ7立命館大 加藤 健太（4）

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ9立命館大 倉持 怜王（3）

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ91:37 13-5立命館大 倉持 怜王（3）

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ131:18 14-5日本大 長谷川 慎（2）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ立命館大

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ3日本大 森田 和（3）

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ11立命館大 樋口 彬弘（2）

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ70:18 14-6立命館大 加藤 健太（4）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/立命館大

4P

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ87:36 日本大 石谷 俊樹（2） 大木 淳平（1）

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ6日本大 樺島 由裕（4）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ立命館大

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ12日本大 松下 渉（2）

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ126:30 15-6日本大 松下 渉（2）

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ10立命館大 岩元 貴大（4）

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ7立命館大 加藤 健太（4）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ95:15 15-7立命館大 倉持 怜王（3）

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ6日本大 樺島 由裕（4）

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ6日本大 樺島 由裕（4）

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ9立命館大 倉持 怜王（3）

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ11立命館大 樋口 彬弘（2）

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ113:21 16-7日本大 宿里 銀次（4）

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ7立命館大 加藤 健太（4）

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ7立命館大 加藤 健太（4）

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ10立命館大 岩元 貴大（4）

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ4日本大 一木 駿也（1）

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ6立命館大 小泉 秀一（2）

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ8日本大 石谷 俊樹（2）

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ50:50 17-7日本大 田中 辰樹（4）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ立命館大

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ40:20 18-7日本大 一木 駿也（1）

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/立命館大
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