
Game No. 112013.9.13
東京体育館

第68回国民体育大会水泳（水球）競技 東京都 1 4120

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

三重県 92 223審 判: 槇橋 牧田・

1P

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ27:39 0-1三重県 岩野 航介

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ8東京都 眞板 晃生

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ三重県

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ97:14 東京都 松本 泰欣 宮崎 一馬

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ4東京都 吉田 健一郎

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ三重県

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ2東京都 森本 将

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ4三重県 水谷 光希

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ9東京都 松本 泰欣

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ三重県

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ75:2 東京都 神 佑樹 桑原 凌

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ2東京都 森本 将

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ三重県

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ9東京都 松本 泰欣

退水誘発/その他34:4 三重県 水谷 洸介 森本 将

退水誘発/その他43:56 三重県 水谷 光希 山本 陸

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ3三重県 水谷 洸介

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ3東京都 山本 陸

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ三重県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京都

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ3三重県 水谷 洸介

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ8東京都 眞板 晃生

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ三重県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ東京都

5mｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ40:59 0-2三重県 水谷 光希

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ90:39 東京都 松本 泰欣 廣田 賢祐

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ2東京都 森本 将

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ8東京都 眞板 晃生

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京都

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ三重県

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ70:2 1-2東京都 神 佑樹

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ2三重県 岩野 航介

2P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ三重県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ東京都

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ4三重県 水谷 光希

5mｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ2東京都 森本 将

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ三重県

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ8東京都 眞板 晃生

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ2三重県 岩野 航介

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京都

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ10三重県 伊藤 翔

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ45:6 東京都 吉田 健一郎 伊藤 翔

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ7東京都 神 佑樹

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ44:44 1-3三重県 水谷 光希

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京都

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ2三重県 岩野 航介

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ4東京都 吉田 健一郎

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ三重県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ東京都

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ22:48 1-4三重県 岩野 航介

5mｼｭｰﾄ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ8東京都 眞板 晃生

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ三重県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京都

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ三重県

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ8東京都 眞板 晃生

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ10三重県 伊藤 翔

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京都

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ30:14 三重県 水谷 洸介 森本 将

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ20:0 1-5三重県 岩野 航介

3P

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ2三重県 岩野 航介

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ2東京都 森本 将

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ10三重県 伊藤 翔

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京都

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ三重県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京都

退水誘発/その他56:1 三重県 桑原 凌 山本 陸

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ三重県

5mｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ95:43 2-5東京都 松本 泰欣

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ三重県

退水誘発/その他95:1 東京都 松本 泰欣 水谷 光希

退水誘発/その他45:1 三重県 水谷 光希 松本 泰欣

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ2東京都 森本 将

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ74:38 3-5東京都 神 佑樹

ﾀｲﾑｱｳﾄ14:38 三重県

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ2三重県 岩野 航介

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ4東京都 吉田 健一郎

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ4三重県 水谷 光希

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ2東京都 森本 将

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ6三重県 廣田 賢祐

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ22:43 東京都 森本 将 水谷 洸介

ﾀｲﾑｱｳﾄ12:43 東京都

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ9東京都 松本 泰欣

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ三重県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ東京都

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ21:55 3-6三重県 岩野 航介

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ3東京都 山本 陸

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京都

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ6三重県 廣田 賢祐

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京都

P誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ100:22 三重県 伊藤 翔 山本 陸

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ40:22 3-7三重県 水谷 光希

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京都

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ4三重県 水谷 光希

4P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ三重県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京都

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ2三重県 岩野 航介

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ26:23 東京都 森本 将 水谷 洸介

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ4東京都 吉田 健一郎

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ2東京都 森本 将

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ2三重県 岩野 航介

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京都

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ4三重県 水谷 光希

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ三重県

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ9東京都 松本 泰欣

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ4三重県 水谷 光希

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ2東京都 森本 将

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ2三重県 岩野 航介

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ43:9 3-8三重県 水谷 光希

5mｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ62:49 4-8東京都 後藤 広樹

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ9三重県 宮崎 一馬

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ9東京都 松本 泰欣

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ三重県

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ8東京都 眞板 晃生

ﾀｲﾑｱｳﾄ21:13 三重県

製作：（公財）日本水泳連盟水球委員会技術部 (C) Copyright 2004-2013 Japan Swimming Federation



Game No. 112013.9.13
東京体育館

第68回国民体育大会水泳（水球）競技 東京都 1 4120

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

三重県 92 223審 判: 槇橋 牧田・

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ7三重県 南 翔太

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ三重県

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ8東京都 眞板 晃生

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ90:4 4-9三重県 宮崎 一馬

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ2東京都 森本 将

製作：（公財）日本水泳連盟水球委員会技術部 (C) Copyright 2004-2013 Japan Swimming Federation


