
Game No.2013.9.8

相模原グリーンプール

第89回日本学生選手権 水球競技 3 16454

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

70 430審 判: ・

1P

1P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ早稲田大

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ6日体大 松田 悠（4）

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ96:51 早稲田大 深田 隼輔（2） 吉満 隆彰（4）

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ8早稲田大 瀧川 俊也（2）

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ2日体大 吉満 隆彰（4）

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5日体大 荒井 陸（2）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ早稲田大

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ34:38 1-0日体大 逸見 優太（4）

5mｼｭｰﾄ/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/ﾌｧｰﾙ日体大

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/ﾎﾞｰﾙ早稲田大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日体大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ早稲田大

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ52:29 日体大 荒井 陸（2） 深田 隼輔（2）

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ3日体大 逸見 優太（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/ﾎﾞｰﾙ日体大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ早稲田大

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ70:43 2-0日体大 野村 卓哉（2）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ早稲田大

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ20:9 3-0日体大 吉満 隆彰（4）

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ12早稲田大 深川 幹徳（1）

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/早稲田大

2P

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ77:42 日体大 野村 卓哉（2） 三浦 悠佑（4）

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ57:27 4-0日体大 荒井 陸（2）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ早稲田大

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ126:56 5-0日体大 広江 隼斗志（1）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ早稲田大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日体大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ早稲田大

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ11日体大 近野 洋平（3）

ﾌﾛｰﾀｰ/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45:20 6-0日体大 志賀光明（4）

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ9早稲田大 深田 隼輔（2）

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ94:58 早稲田大 深田 隼輔（2） 吉田 拓馬（1）

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ7早稲田大 戸張 真寿（3）

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ7早稲田大 戸張 真寿（3）

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ6日体大 松田 悠（4）

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ7早稲田大 戸張 真寿（3）

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ113:47 7-0日体大 近野 洋平（3）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ早稲田大

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ13日体大 吉田 拓馬（1）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ早稲田大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日体大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ早稲田大

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ6日体大 松田 悠（4）

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ6早稲田大 武田 望（3）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日体大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ早稲田大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日体大

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/早稲田大

3P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ早稲田大

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ77:12 日体大 野村 卓哉（2） 三浦 悠佑（4）

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ9日体大 樋口 和穂（4）

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ66:45 早稲田大 武田 望（3） 逸見 優太（4）

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ26:19 7-1早稲田大 三浦 悠佑（4）

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ106:4 8-1日体大 泉 人嗣（3）

5mｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ75:45 8-2早稲田大 戸張 真寿（3）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日体大

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ85:23 早稲田大 瀧川 俊也（2） 泉 人嗣（3）

ﾀｲﾑｱｳﾄ15:23 早稲田大

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ6早稲田大 武田 望（3）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ早稲田大

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ34:38 日体大 逸見 優太（4） 戸張 真寿（3）

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ54:28 9-2日体大 荒井 陸（2）

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43:52 10-2日体大 志賀光明（4）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ早稲田大

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ63:14 11-2日体大 松田 悠（4）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ早稲田大

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ42:40 日体大 志賀光明（4） 武田 望（3）

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ22:30 12-2日体大 吉満 隆彰（4）

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ22:17 早稲田大 三浦 悠佑（4） 逸見 優太（4）

退水誘発/その他22:12 早稲田大 三浦 悠佑（4） 荒井 陸（2）

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ92:8 12-3早稲田大 深田 隼輔（2）

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ11日体大 近野 洋平（3）

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ121:42 早稲田大 深川 幹徳（1） 阿部辰弥（4）

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ12早稲田大 深川 幹徳（1）

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ日体大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ早稲田大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日体大

退水誘発/その他120:8 早稲田大 深川 幹徳（1） 志賀光明（4）

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ7

4P

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ77:32 12-4早稲田大 戸張 真寿（3）

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ3日体大 逸見 優太（4）

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ6日体大 松田 悠（4）

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8日体大 阿部辰弥（4）

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ2日体大 吉満 隆彰（4）

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ125:33 早稲田大 深川 幹徳（1） 志賀光明（4）

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ7早稲田大 戸張 真寿（3）

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ9早稲田大 深田 隼輔（2）

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ95:1 早稲田大 深田 隼輔（2） 逸見 優太（4）

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ7早稲田大 戸張 真寿（3）

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ94:37 12-5早稲田大 深田 隼輔（2）

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ44:21 13-5日体大 志賀光明（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/ﾌｧｰﾙ日体大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ早稲田大

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ43:6 14-5日体大 志賀光明（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/ﾎﾞｰﾙ日体大

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ92:10 14-6早稲田大 深田 隼輔（2）

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ61:58 15-6日体大 松田 悠（4）

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ2早稲田大 三浦 悠佑（4）

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ121:46 15-7早稲田大 深川 幹徳（1）

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ51:30 日体大 荒井 陸（2） 深田 隼輔（2）

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ4日体大 志賀光明（4）

5mｼｭｰﾄ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ7早稲田大 戸張 真寿（3）

退水誘発/その他20:27 日体大 吉満 隆彰（4） 瀧川 俊也（2）

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ80:15 16-7日体大 阿部辰弥（4）

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. 202013.9.8

相模原グリーンプール

第89回日本学生選手権 水球競技 日体大 3 16454

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 70 430審 判: 田原 潮崎・

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ早稲田大

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/日体大

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


