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Game No.

審 判:

52013.8.17
木下 榎本 福岡県立総合プール

平成25年度全国高校総体（水球競技） 長崎工業

・ 修道

1P

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ8長崎工業 川崎 亮介(2)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ修道

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ長崎工業

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ6修道 真辺 裕太朗(2)

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ26:14 長崎工業 松﨑 雄吾(3) 岩﨑 慧(3)

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ125:53 1-0長崎工業 岩切 海(1)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ修道

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎工業

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ修道

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ長崎工業

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ7修道 三木 祐司(2)

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ4修道 畑野 圭佑(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ7長崎工業 小宗 展大(2)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ修道

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ82:37 2-0長崎工業 川崎 亮介(2)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ修道

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ長崎工業

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ修道

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ長崎工業

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ5修道 岩﨑 慧(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎工業

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ4修道 畑野 圭佑(3)

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/長崎工業

2P

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ27:36 長崎工業 松﨑 雄吾(3) 岩﨑 慧(3)

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ57:30 3-0長崎工業 大安 宏和(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ37:5 3-1修道 塚本 晃斗(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ長崎工業

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ修道

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎工業

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ修道

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ長崎工業

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ修道

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎工業

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ修道

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ23:53 4-1長崎工業 松﨑 雄吾(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ3修道 塚本 晃斗(3)

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ83:17 5-1長崎工業 川崎 亮介(2)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ修道

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ4長崎工業 重富 俊介(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ修道

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎工業

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ51:20 修道 岩﨑 慧(3) 岩切 海(1)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ修道

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ2長崎工業 松﨑 雄吾(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ8修道 三城 光(2)

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/長崎工業

3P

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ97:42 6-1長崎工業 近藤 総太郎(2)

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ47:24 6-2修道 畑野 圭佑(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ2長崎工業 松﨑 雄吾(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ8修道 三城 光(2)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ長崎工業

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ修道

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ2長崎工業 松﨑 雄吾(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ6修道 真辺 裕太朗(2)

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ2長崎工業 松﨑 雄吾(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎工業

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ8修道 三城 光(2)

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ8修道 三城 光(2)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎工業

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ5修道 岩﨑 慧(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ長崎工業

退水誘発/その他82:53 修道 三城 光(2) 小宗 展大(2)

ﾀｲﾑｱｳﾄ12:50 修道

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ42:26 6-3修道 畑野 圭佑(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎工業

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ32:3 修道 塚本 晃斗(3) 重富 俊介(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ31:41 6-4修道 塚本 晃斗(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ長崎工業

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ修道

退水誘発/その他20:27 長崎工業 松﨑 雄吾(3) 真辺 裕太朗(2)

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ2長崎工業 松﨑 雄吾(3)

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/修道

4P

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ2長崎工業 松﨑 雄吾(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ修道

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎工業

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ修道

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ2長崎工業 松﨑 雄吾(3)

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ75:43 6-5修道 三木 祐司(2)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎工業

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ3修道 塚本 晃斗(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎工業

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ修道

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ7長崎工業 小宗 展大(2)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ長崎工業

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ4修道 畑野 圭佑(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ8長崎工業 川崎 亮介(2)

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ33:14 修道 塚本 晃斗(3) 松﨑 雄吾(3)

ﾀｲﾑｱｳﾄ23:14 修道

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ3修道 塚本 晃斗(3)

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ2:42 長崎工業 岩﨑 慧(3)

ﾀｲﾑｱｳﾄ12:42 長崎工業

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ5長崎工業 大安 宏和(3)

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ71:57 修道 三木 祐司(2) 近藤 総太郎(2)

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ81:34 6-6修道 三城 光(2)

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ7長崎工業 小宗 展大(2)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ修道

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ9長崎工業 近藤 総太郎(2)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ長崎工業

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ3修道 塚本 晃斗(3)

5P

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ2長崎工業 松﨑 雄吾(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ72:24 6-7修道 三木 祐司(2)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ長崎工業

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ修道

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎工業

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ7修道 三木 祐司(2)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎工業

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ修道

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ12長崎工業 岩切 海(1)

6P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎工業

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ92:22 6-8修道 西村 知鴻(2)

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ2長崎工業 松﨑 雄吾(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ修道

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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52013.8.17
木下 榎本 福岡県立総合プール

平成25年度全国高校総体（水球競技） 長崎工業

・ 修道

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ8長崎工業 川崎 亮介(2)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ修道

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎工業

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ修道

ﾀｲﾑｱｳﾄ20:22 長崎工業

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ20:15 7-8長崎工業 松﨑 雄吾(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ修道

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ2長崎工業 松﨑 雄吾(3)

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


