
Game No. 182013.9.14

東京体育館

第68回国民体育大会水泳（水球）競技 群馬県 4 10312

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

東京都 93 321審 判: 波多 槇橋・

1P

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ2群馬県 樺澤 卓

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/ﾎﾞｰﾙ群馬県

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群馬県 樺澤 卓

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京都

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ35:37 1-0群馬県 小平 拓未

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ7東京都 神 佑樹

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ群馬県

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ94:36 東京都 松本 泰欣 長野 海都

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ2東京都 森本 将

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ44:1 2-0群馬県 清水 優樹

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京都

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ群馬県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ東京都

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ32:52 群馬県 小平 拓未 森本 将

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ2群馬県 樺澤 卓

退水誘発/その他92:25 東京都 松本 泰欣 清水 優樹

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ72:8 2-1東京都 神 佑樹

退水誘発/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ61:57 群馬県 長野 大地 森本 将

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ61:50 3-1群馬県 長野 大地

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ東京都

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ31:22 4-1群馬県 小平 拓未

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ81:3 4-2東京都 眞板 晃生

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ2群馬県 樺澤 卓

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ90:18 4-3東京都 松本 泰欣

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ群馬県

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ1東京都 町島 弘基

2P

5mｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ8東京都 眞板 晃生

P誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ67:14 群馬県 長野 大地 眞板 晃生

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ67:14 5-3群馬県 長野 大地

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京都

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ群馬県

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ2東京都 森本 将

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ群馬県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京都

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ群馬県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ東京都

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ64:37 6-3群馬県 長野 大地

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4群馬県 清水 優樹

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ9東京都 松本 泰欣

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ群馬県

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ8東京都 眞板 晃生

5mｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ22:32 6-4東京都 森本 将

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ7群馬県 小谷野 翔馬

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ92:7 東京都 松本 泰欣 長野 大地

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ62:7 群馬県 長野 大地 松本 泰欣

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ8東京都 眞板 晃生

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ2東京都 森本 将

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ群馬県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京都

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ7群馬県 小谷野 翔馬

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ東京都

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ2群馬県 樺澤 卓

3P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ群馬県

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ37:31 東京都 山本 陸 小谷野 翔馬

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ87:21 6-5東京都 眞板 晃生

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ群馬県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ東京都

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ群馬県

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ4東京都 吉田 健一郎

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ105:27 群馬県 金井 凱 吉田 健一郎

ﾀｲﾑｱｳﾄ15:27 群馬県

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ2群馬県 樺澤 卓

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ8東京都 眞板 晃生

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ群馬県

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ94:20 東京都 松本 泰欣 大竹 光輝

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ84:20 6-6東京都 眞板 晃生

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ群馬県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ東京都

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ群馬県

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ9東京都 松本 泰欣

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ群馬県

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ22:14 東京都 森本 将 清水 優樹

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ3東京都 山本 陸

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ4群馬県 清水 優樹

5mｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ2東京都 森本 将

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ6東京都 後藤 広樹

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ60:37 7-6群馬県 長野 大地

5mｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ9東京都 松本 泰欣

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ5群馬県 大竹 光輝

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ8東京都 眞板 晃生

4P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ群馬県

5mｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ47:7 7-7東京都 吉田 健一郎

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ2群馬県 樺澤 卓

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ2東京都 森本 将

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ5群馬県 大竹 光輝

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ95:58 7-8東京都 松本 泰欣

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ9群馬県 長野 海都

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ85:20 東京都 眞板 晃生 小平 拓未

ﾀｲﾑｱｳﾄ15:17 東京都

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ4東京都 吉田 健一郎

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ64:41 8-8群馬県 長野 大地

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京都

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ24:0 9-8群馬県 樺澤 卓

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京都

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ9群馬県 長野 海都

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京都

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ群馬県

5mｼｭｰﾄ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ9東京都 松本 泰欣

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京都

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ6群馬県 長野 大地

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京都

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ群馬県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ東京都

P誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ40:54 群馬県 清水 優樹 山本 陸

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ60:54 10-8群馬県 長野 大地

ﾀｲﾑｱｳﾄ20:54 東京都

GK交代/130:54 群馬県 岡部 宏次郎

5mｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ8東京都 眞板 晃生

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ群馬県

5mｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ90:40 10-9東京都 松本 泰欣

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ9群馬県 長野 海都

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
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5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ9東京都 松本 泰欣

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/群馬県
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