
Game No. 32013.9.12
東京体育館

第68回国民体育大会水泳（水球）競技 山形県 4 12323

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

鹿児島県 104 132審 判: 牧田 波多・

1P

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ3鹿児島県 中薗 貴文

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ山形県

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ7鹿児島県 湯ノ口 悠士

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鹿児島県

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ66:2 山形県 林 和総 高松 颯

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ山形県

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ25:14 0-1鹿児島県 高松 颯

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ64:56 1-1山形県 林 和総

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ64:28 1-2鹿児島県 福留 大吉

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ山形県

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ7鹿児島県 湯ノ口 悠士

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ3鹿児島県 中薗 貴文

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ43:30 2-2山形県 芳村 研児

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鹿児島県

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ62:40 3-2山形県 林 和総

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ52:20 3-3鹿児島県 池水 勇太

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ61:56 4-3山形県 林 和総

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ3鹿児島県 中薗 貴文

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ山形県

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ3鹿児島県 中薗 貴文

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ山形県

5mｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ30:1 4-4鹿児島県 中薗 貴文

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/山形県

2P

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ5鹿児島県 池水 勇太

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ6山形県 林 和総

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ山形県

5mｼｭｰﾄ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ4鹿児島県 有川 洸平

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ2鹿児島県 高松 颯

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ4山形県 芳村 研児

退水誘発/その他45:52 鹿児島県 有川 洸平 奥山 怜

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ2鹿児島県 高松 颯

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ2山形県 岩田 良太

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ6鹿児島県 福留 大吉

5mｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ44:45 5-4山形県 芳村 研児

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ10鹿児島県 前野 考紀

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ2鹿児島県 高松 颯

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ山形県

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ3鹿児島県 中薗 貴文

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ6山形県 林 和総

退水誘発/その他62:32 鹿児島県 福留 大吉 岩田 良太

退水誘発/その他22:32 山形県 岩田 良太 福留 大吉

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ鹿児島県

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ61:54 山形県 林 和総 高松 颯

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ51:40 6-4山形県 市村 朋也

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ61:21 鹿児島県 福留 大吉 岩田 良太

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ61:20 6-5鹿児島県 福留 大吉

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ61:4 山形県 林 和総 中薗 貴文

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ41:2 7-5山形県 芳村 研児

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ60:44 7-6鹿児島県 福留 大吉

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ8山形県 海藤 司

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ100:15 鹿児島県 前野 考紀 芳村 研児

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ10鹿児島県 前野 考紀

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/山形県

3P

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ2鹿児島県 高松 颯

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ山形県

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ5鹿児島県 池水 勇太

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ3鹿児島県 中薗 貴文

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ66:26 8-6山形県 林 和総

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ66:14 鹿児島県 福留 大吉 岩田 良太

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ106:3 8-7鹿児島県 前野 考紀

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ5山形県 市村 朋也

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ35:23 8-8鹿児島県 中薗 貴文

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ65:10 山形県 林 和総 中薗 貴文

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ64:55 9-8山形県 林 和総

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鹿児島県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ山形県

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ2鹿児島県 高松 颯

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ山形県

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ4鹿児島県 有川 洸平

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ52:18 9-9鹿児島県 池水 勇太

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ4山形県 芳村 研児

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鹿児島県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ山形県

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ10鹿児島県 前野 考紀

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鹿児島県

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ4山形県 芳村 研児

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ5鹿児島県 池水 勇太

4P

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ3鹿児島県 中薗 貴文

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ67:11 10-9山形県 林 和総

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ2鹿児島県 高松 颯

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ山形県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鹿児島県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ山形県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鹿児島県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ山形県

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ2鹿児島県 高松 颯

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ山形県

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ63:43 鹿児島県 福留 大吉 林 和総

ﾀｲﾑｱｳﾄ13:43 鹿児島県

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ10鹿児島県 前野 考紀

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ8山形県 海藤 司

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鹿児島県

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ62:37 11-9山形県 林 和総

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ2鹿児島県 高松 颯

5mｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ41:42 12-9山形県 芳村 研児

退水誘発/その他21:36 鹿児島県 高松 颯 海藤 司

ﾀｲﾑｱｳﾄ21:36 鹿児島県

GK交代/131:36 鹿児島県 西俣 強真

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ5鹿児島県 池水 勇太

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ2鹿児島県 高松 颯

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ山形県

P誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ30:12 鹿児島県 中薗 貴文 長岡 拓見

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ50:12 12-10鹿児島県 池水 勇太

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/山形県
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