
Game No. 172013.9.14
東京体育館

第68回国民体育大会水泳（水球）競技 鳥取県 2 11234

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

山形県 114 232審 判: 折笠 牧田・

1P

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ6山形県 林 和総

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ3鳥取県 三浦 比呂

5mｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ4山形県 芳村 研児

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ鳥取県

5mｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ46:8 0-1山形県 芳村 研児

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ35:50 1-1鳥取県 三浦 比呂

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ6山形県 林 和総

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ3鳥取県 三浦 比呂

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/ﾎﾞｰﾙ鳥取県

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ6山形県 林 和総

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ山形県

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ33:15 2-1鳥取県 三浦 比呂

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ6山形県 林 和総

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ鳥取県

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ62:21 山形県 林 和総 三原 大地

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ3山形県 瀬戸 将星

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ52:15 2-2山形県 市村 朋也

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ3鳥取県 三浦 比呂

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ42:1 山形県 芳村 研児 西宇 涼

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ41:48 2-3山形県 芳村 研児

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ4鳥取県 栗元 成生

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ9山形県 奥山 怜

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ10鳥取県 塩地 雄介

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ6山形県 林 和総

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ鳥取県

5mｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ40:5 2-4山形県 芳村 研児

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ4鳥取県 栗元 成生

2P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ山形県

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ10鳥取県 塩地 雄介

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ山形県

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ36:34 3-4鳥取県 三浦 比呂

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ山形県

P誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ76:2 鳥取県 山本 航大 市村 朋也

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ46:2 4-4鳥取県 栗元 成生

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ山形県

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ105:28 5-4鳥取県 塩地 雄介

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ65:15 山形県 林 和総 三原 大地

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ6山形県 林 和総

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ鳥取県

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ7山形県 長岡 拓見

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ3鳥取県 三浦 比呂

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ4山形県 芳村 研児

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ33:27 6-4鳥取県 三浦 比呂

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ6山形県 林 和総

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ4鳥取県 栗元 成生

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ5山形県 市村 朋也

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ山形県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ鳥取県

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ3山形県 瀬戸 将星

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ61:33 6-5山形県 林 和総

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ鳥取県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ山形県

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ4鳥取県 栗元 成生

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ40:8 6-6山形県 芳村 研児

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ11鳥取県 三浦 生馬

3P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ山形県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取県

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ67:5 山形県 林 和総 塩地 雄介

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ5山形県 市村 朋也

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取県

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ5山形県 市村 朋也

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ75:42 7-6鳥取県 山本 航大

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/ﾌｧｰﾙ鳥取県

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ5山形県 市村 朋也

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ94:43 8-6鳥取県 西宇 涼

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ4山形県 芳村 研児

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ鳥取県

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ5山形県 市村 朋也

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ鳥取県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ山形県

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ42:40 9-6鳥取県 栗元 成生

ﾀｲﾑｱｳﾄ12:40 山形県

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ32:20 9-7山形県 瀬戸 将星

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ3鳥取県 三浦 比呂

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ61:41 9-8山形県 林 和総

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ鳥取県

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鳥取県 三浦 比呂

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ60:59 山形県 林 和総 三原 大地

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ40:56 9-9山形県 芳村 研児

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ11鳥取県 三浦 生馬

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ7山形県 長岡 拓見

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ9鳥取県 西宇 涼

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/山形県

4P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ山形県

退水誘発/その他37:39 鳥取県 三浦 比呂 奥山 怜

退水誘発/その他97:39 山形県 奥山 怜 三浦 比呂

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ11鳥取県 三浦 生馬

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9鳥取県 西宇 涼

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ山形県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ山形県

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ4鳥取県 栗元 成生

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ9山形県 奥山 怜

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ35:5 10-9鳥取県 三浦 比呂

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ44:46 10-10山形県 芳村 研児

5mｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ4鳥取県 栗元 成生

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ10鳥取県 塩地 雄介

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ54:7 山形県 市村 朋也 西宇 涼

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ9山形県 奥山 怜

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取県

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72:58 鳥取県 山本 航大 海藤 司

ﾀｲﾑｱｳﾄ12:58 鳥取県

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ42:42 11-10鳥取県 栗元 成生

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ山形県

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ42:19 鳥取県 栗元 成生 芳村 研児

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ3鳥取県 三浦 比呂

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7鳥取県 山本 航大

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. 172013.9.14
東京体育館

第68回国民体育大会水泳（水球）競技 鳥取県 2 11234

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

山形県 114 232審 判: 折笠 牧田・

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ7鳥取県 山本 航大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ山形県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ鳥取県

ﾀｲﾑｱｳﾄ20:33 山形県

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ50:19 山形県 市村 朋也 山本 航大

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ40:16 11-11山形県 芳村 研児

ﾀｲﾑｱｳﾄ20:16 鳥取県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取県

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/山形県

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


