
Game No. 42013.9.7
相模原グリーンプール

第89回日本学生選手権 水球競技 早稲田大 1 7022

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

東女体大 62 003審 判: 槇橋 朝比奈・

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/ﾎﾞｰﾙ東女体大

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ6早稲田大 小路 安希(1)

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ125:37 東女体大 橋本 みのり(2) 小西 晃代(2)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東女体大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ早稲田大

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ124:55 東女体大 橋本 みのり(2) 固城 侑美(3)

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ84:46 0-1東女体大 橋口 明希(2)

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ74:32 早稲田大 固城 侑美(3) 平井 智奈美(2)

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ44:11 1-1早稲田大 固城 妃美(4)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東女体大

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ5早稲田大 田中 寧葉(2)

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ3早稲田大 小西 晃代(2)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東女体大

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ32:45 早稲田大 小西 晃代(2) 平井 智奈美(2)

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ6早稲田大 小路 安希(1)

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ112:7 東女体大 諏訪部 早紀(4) 小西 晃代(2)

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ42:1 1-2東女体大 杉山 緑(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ5早稲田大 田中 寧葉(2)

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ6早稲田大 小路 安希(1)

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ2早稲田大 斉藤 美奈都(3)

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ4東女体大 杉山 緑(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/ﾎﾞｰﾙ東女体大

早稲田大

2P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ東女体大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ早稲田大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東女体大

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ75:55 2-2早稲田大 固城 侑美(3)

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ12東女体大 橋本 みのり(2)

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ7早稲田大 固城 侑美(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東女体大

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6東女体大 今村 文香(1)

5mｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ74:5 3-2早稲田大 固城 侑美(3)

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ43:50 3-3東女体大 杉山 緑(3)

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ5早稲田大 田中 寧葉(2)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東女体大

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92:51 東女体大 立川 直喜(2) 固城 妃美(4)

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ6東女体大 今村 文香(1)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ早稲田大

P誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ81:36 東女体大 橋口 明希(2) 斉藤 美奈都(3)

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ41:36 3-4東女体大 杉山 緑(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ早稲田大

5mｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ80:58 3-5東女体大 橋口 明希(2)

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ6早稲田大 小路 安希(1)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ東女体大

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ60:19 早稲田大 小路 安希(1) 立川 直喜(2)

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ6早稲田大 小路 安希(1)

/ｱｳﾄ2早稲田大 斉藤 美奈都(3)

3P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ早稲田大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東女体大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ早稲田大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東女体大

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ35:25 4-5早稲田大 小西 晃代(2)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東女体大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ早稲田大

東女体大

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ8東女体大 橋口 明希(2)

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ53:55 早稲田大 田中 寧葉(2) 橋本 みのり(2)

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3東女体大 遊佐 千尋(4)

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11東女体大 諏訪部 早紀(4)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東女体大

5mｼｭｰﾄ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ7早稲田大 固城 侑美(3)

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ41:47 5-5早稲田大 固城 妃美(4)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東女体大

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ3早稲田大 小西 晃代(2)

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ8東女体大 橋口 明希(2)

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ30:55 早稲田大 小西 晃代(2) 橋口 明希(2)

ﾀｲﾑｱｳﾄ10:55 早稲田大

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ2早稲田大 斉藤 美奈都(3)

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ11東女体大 諏訪部 早紀(4)

4P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ早稲田大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東女体大

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ3早稲田大 小西 晃代(2)

退水誘発/その他116:8 東女体大 諏訪部 早紀(4) 固城 妃美(4)

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ10東女体大 平井 智奈美(2)

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ2早稲田大 斉藤 美奈都(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ東女体大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ早稲田大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ東女体大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ早稲田大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ東女体大

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ5早稲田大 田中 寧葉(2)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東女体大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ早稲田大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東女体大

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ3早稲田大 小西 晃代(2)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ東女体大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ早稲田大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ東女体大

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ3早稲田大 小西 晃代(2)

ﾀｲﾑｱｳﾄ11:6 東女体大

5mｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ4東女体大 杉山 緑(3)

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ70:51 早稲田大 固城 侑美(3) 杉山 緑(3)

ﾀｲﾑｱｳﾄ20:51 早稲田大

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ2早稲田大 斉藤 美奈都(3)

5mｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ6東女体大 今村 文香(1)

5P

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ5早稲田大 田中 寧葉(2)

5mｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ12東女体大 橋本 みのり(2)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ早稲田大

5mｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ41:28 5-6東女体大 杉山 緑(3)

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ71:2 6-6早稲田大 固城 侑美(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東女体大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ早稲田大

東女体大

6P

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ4早稲田大 固城 妃美(4)

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ3東女体大 遊佐 千尋(4)

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ32:11 早稲田大 小西 晃代(2) 橋本 みのり(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



Game No. 42013.9.7
相模原グリーンプール

第89回日本学生選手権 水球競技 早稲田大 1 7022

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

東女体大 62 003審 判: 槇橋 朝比奈・

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ6早稲田大 小路 安希(1)

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ10東女体大 平井 智奈美(2)

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ21:28 7-6早稲田大 斉藤 美奈都(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ11東女体大 諏訪部 早紀(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/ﾌｧｰﾙ東女体大

ﾀｲﾑｱｳﾄ3/0:17 早稲田大

早稲田大

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


