
Game No. 12013.9.6

相模原グリーンプール

第89回日本学生選手権 水球競技 びわこ成蹊 1 13345

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

新潟産大 93 231審 判: 福元 田原・

1P

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ3新潟産大 能村 美優(3)

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ7新潟産大 池田 佳寿美(1)

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ46:7 1-0びわこ成 森 翼(4)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ新潟産大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙびわこ成

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ24:56 1-1新潟産大 吉田 雅美(4)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙびわこ成

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ7新潟産大 池田 佳寿美(1)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙびわこ成

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ4新潟産大 前原 みどり(3)

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ4びわこ成 森 翼(4)

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ6新潟産大 小出 未来(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙびわこ成

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ3新潟産大 能村 美優(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙびわこ成

P誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ61:36 新潟産大 小出 未来(3) 栗原 由佳(2)

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ61:36 1-2新潟産大 小出 未来(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ4びわこ成 森 翼(4)

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ3新潟産大 能村 美優(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ4びわこ成 森 翼(4)

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ30:16 1-3新潟産大 能村 美優(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙびわこ成

2P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ新潟産大

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ6びわこ成 浅田 倫佳(4)

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ6びわこ成 浅田 倫佳(4)

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ65:41 新潟産大 小出 未来(3) 森 翼(4)

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ55:29 1-4新潟産大 池田 桜子(3)

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ45:18 びわこ成 森 翼(4) 池田 佳寿美(1)

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ75:8 2-4びわこ成 満尾 愛奈(2)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ新潟産大

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ44:45 3-4びわこ成 森 翼(4)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ新潟産大

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ4びわこ成 森 翼(4)

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ63:58 新潟産大 小出 未来(3) 森 翼(4)

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ5新潟産大 池田 桜子(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ3びわこ成 高橋 里佳(2)

退水誘発/その他3:4 びわこ成 村井 愛美(3)

P誘発/その他43:1 びわこ成 森 翼(4) 村井 愛美(3)

Pｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ4びわこ成 森 翼(4)

P誘発/その他22:41 びわこ成 土田 千夏(1) 小出 未来(3)

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ42:41 4-4びわこ成 森 翼(4)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ新潟産大

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ62:0 5-4びわこ成 浅田 倫佳(4)

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ3新潟産大 能村 美優(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ3びわこ成 高橋 里佳(2)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙびわこ成

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ新潟産大

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ70:41 6-4びわこ成 満尾 愛奈(2)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ新潟産大

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ4びわこ成 森 翼(4)

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/新潟産大

3P

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ46:53 7-4びわこ成 森 翼(4)

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ76:33 7-5新潟産大 池田 佳寿美(1)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙびわこ成

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ7新潟産大 池田 佳寿美(1)

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ46:0 8-5びわこ成 森 翼(4)

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ75:36 8-6新潟産大 池田 佳寿美(1)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙびわこ成

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ新潟産大

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ44:52 9-6びわこ成 森 翼(4)

ﾀｲﾑｱｳﾄ14:52 新潟産大

GK交代/84:52 新潟産大 堀井 真有花(1)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ新潟産大

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ7びわこ成 満尾 愛奈(2)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙびわこ成

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ2新潟産大 吉田 雅美(4)

5mｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ3びわこ成 高橋 里佳(2)

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ4新潟産大 前原 みどり(3)

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ3びわこ成 高橋 里佳(2)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙびわこ成

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ7新潟産大 池田 佳寿美(1)

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ62:8 10-6びわこ成 浅田 倫佳(4)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ新潟産大

5mｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ4びわこ成 森 翼(4)

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ60:53 10-7新潟産大 小出 未来(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙびわこ成

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ7新潟産大 池田 佳寿美(1)

5mｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ4びわこ成 森 翼(4)

4P

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ4びわこ成 森 翼(4)

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ66:46 新潟産大 小出 未来(3) 浅田 倫佳(4)

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ8新潟産大 堀井 真有花(1)

P誘発/その他6:27 新潟産大 梅田 優子(2)

Pｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ6新潟産大 小出 未来(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ66:6 11-7びわこ成 浅田 倫佳(4)

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ15:45 11-8新潟産大 村井 愛美(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙびわこ成

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ新潟産大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙびわこ成

ﾀｲﾑｱｳﾄ24:47 新潟産大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ新潟産大

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ6びわこ成 浅田 倫佳(4)

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ8新潟産大 堀井 真有花(1)

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ3びわこ成 高橋 里佳(2)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ新潟産大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙびわこ成

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ新潟産大

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ32:17 びわこ成 高橋 里佳(2) 池田 佳寿美(1)

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ21:59 12-8びわこ成 土田 千夏(1)

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ5新潟産大 池田 桜子(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑびわこ成

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ40:47 12-9新潟産大 前原 みどり(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ7びわこ成 満尾 愛奈(2)

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ7新潟産大 池田 佳寿美(1)

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ40:1 13-9びわこ成 森 翼(4)

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/新潟産大
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