
Game No. 52013.9.7

相模原グリーンプール

第89回日本学生選手権 水球競技 日体大 6 22655

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

びわこ成蹊 85 111審 判: 折笠 志水・

1P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日体大

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ46:13 0-1びわこ成 森 翼(4)

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ75:59 1-1日体大 高橋 綾佳(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑびわこ成

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ8日体大 細川 奈央(3)

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ34:56 1-2びわこ成 高橋 里佳(2)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ日体大

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ44:45 びわこ成 森 翼(4) 田中 綾帆(4)

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ6びわこ成 浅田 倫佳(4)

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ24:12 2-2日体大 柿市 衣里奈(4)

5mｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ44:0 2-3びわこ成 森 翼(4)

GK交代/134:0 日体大 安並 華蓮(1)

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ23:47 3-3日体大 柿市 衣里奈(4)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙびわこ成

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ4日体大 中田 萌(4)

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ43:16 びわこ成 森 翼(4) 中田 萌(4)

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ73:3 3-4びわこ成 満尾 愛奈(2)

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ72:51 日体大 高橋 綾佳(3) 浅田 倫佳(4)

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ72:48 4-4日体大 高橋 綾佳(3)

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ42:32 びわこ成 森 翼(4) 細川 奈央(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ4びわこ成 森 翼(4)

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ21:54 5-4日体大 柿市 衣里奈(4)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙびわこ成

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ日体大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙびわこ成

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ20:40 6-4日体大 柿市 衣里奈(4)

退水誘発/その他40:25 びわこ成 森 翼(4) 細川 奈央(3)

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ60:18 6-5びわこ成 浅田 倫佳(4)

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ30:7 日体大 田中 綾帆(4) 浅田 倫佳(4)

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ9日体大 水野 会予(3)

2P

GK交代/1日体大 中野 美優(2)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ日体大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙびわこ成

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ3日体大 田中 綾帆(4)

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ4びわこ成 森 翼(4)

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ2日体大 柿市 衣里奈(4)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙびわこ成

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ4日体大 中田 萌(4)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙびわこ成

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日体大

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ4びわこ成 森 翼(4)

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ83:55 7-5日体大 細川 奈央(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙびわこ成

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ日体大

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ3びわこ成 高橋 里佳(2)

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ3日体大 田中 綾帆(4)

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ42:58 8-5日体大 中田 萌(4)

P誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ32:29 びわこ成 高橋 里佳(2) 柿市 衣里奈(4)

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ42:29 8-6びわこ成 森 翼(4)

退水誘発/32:11 日体大 田中 綾帆(4) 満尾 愛奈(2)

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ32:10 9-6日体大 田中 綾帆(4)

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ4びわこ成 森 翼(4)

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ6日体大 佐藤 佑未(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙびわこ成

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ61:0 10-6日体大 佐藤 佑未(3)

P誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ30:48 びわこ成 高橋 里佳(2) 高橋 綾佳(3)

Pｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ4びわこ成 森 翼(4)

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ30:33 11-6日体大 田中 綾帆(4)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙびわこ成

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ2日体大 柿市 衣里奈(4)

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/びわこ成

3P

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ4びわこ成 森 翼(4)

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ76:40 12-6日体大 高橋 綾佳(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/ﾌｧｰﾙ日体大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙびわこ成

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ2日体大 柿市 衣里奈(4)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ日体大

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ2びわこ成 土田 千夏(1)

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ94:37 13-6日体大 水野 会予(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑびわこ成

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ83:58 14-6日体大 細川 奈央(3)

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83:23 15-6日体大 細川 奈央(3)

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ43:3 びわこ成 森 翼(4) 吉里 優香(1)

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ4びわこ成 森 翼(4)

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ22:48 15-7びわこ成 土田 千夏(1)

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ10日体大 橋本 佳奈(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/ﾎﾞｰﾙ日体大

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ5びわこ成 栗原 由佳(2)

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ5日体大 阿部 香菜(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙびわこ成

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ11日体大 細谷 香奈(1)

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ50:35 16-7日体大 阿部 香菜(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/ﾎﾞｰﾙ日体大

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ3びわこ成 高橋 里佳(2)

4P

GK交代/13日体大 安並 華蓮(1)

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ2日体大 柿市 衣里奈(4)

5mｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ4びわこ成 森 翼(4)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙびわこ成

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ35:40 17-7日体大 田中 綾帆(4)

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ4びわこ成 森 翼(4)

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ34:57 18-7日体大 田中 綾帆(4)

ﾀｲﾑｱｳﾄ14:57 びわこ成

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ6びわこ成 浅田 倫佳(4)

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ114:38 19-7日体大 細谷 香奈(1)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙびわこ成

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ12日体大 吉里 優香(1)

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ43:49 びわこ成 森 翼(4) 細川 奈央(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙびわこ成

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日体大

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ3びわこ成 高橋 里佳(2)

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ11日体大 細谷 香奈(1)

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ102:39 20-7日体大 橋本 佳奈(1)

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ4びわこ成 森 翼(4)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ日体大

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ3びわこ成 高橋 里佳(2)

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ42:5 びわこ成 森 翼(4) 高橋 綾佳(3)

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ61:57 20-8びわこ成 浅田 倫佳(4)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日体大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙびわこ成

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ61:15 21-8日体大 佐藤 佑未(3)

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. 52013.9.7

相模原グリーンプール

第89回日本学生選手権 水球競技 日体大 6 22655

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

びわこ成蹊 85 111審 判: 折笠 志水・

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙびわこ成

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ120:42 22-8日体大 吉里 優香(1)

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ40:32 びわこ成 森 翼(4) 細谷 香奈(1)

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ6びわこ成 浅田 倫佳(4)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日体大

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ4びわこ成 森 翼(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


