
Game No. 122013.8.18
福岡県立総合プール

平成25年度全国高校総体（水球競技） 鹿児島南 2 10422

時間 チーム･番号 氏名(学年)       攻撃項目 得点･退水者(学年) 時間 チーム･番号 氏名(学年)       攻撃項目        得点･退水者(学年)

福岡工業 115 231審 判: 槇橋 若林・

1P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ福岡工業

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ鹿児島南

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ9福岡工業 佐藤 開成(2)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鹿児島南

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ66:8 0-1福岡工業 坂井 奎太(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ鹿児島南

5mｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ6福岡工業 坂井 奎太(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鹿児島南

P誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ24:38 福岡工業 荒木 健太(3) 高松 颯(3)

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ24:38 0-2福岡工業 荒木 健太(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鹿児島南

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ63:48 0-3福岡工業 坂井 奎太(3)

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ63:32 1-3鹿児島南 福留 大吉(3)

5mｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ73:8 1-4福岡工業 山口 善也(3)

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ62:46 鹿児島南 福留 大吉(3) 坂井 奎太(3)

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ22:28 2-4鹿児島南 高松 颯(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ福岡工業

退水誘発/その他31:51 鹿児島南 中薗 貴文(1) 山口 善也(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ鹿児島南

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ6福岡工業 坂井 奎太(3)

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ21:7 2-5福岡工業 荒木 健太(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鹿児島南

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ9福岡工業 佐藤 開成(2)

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ5鹿児島南 池水 勇太(3)

2P

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ3福岡工業 伊藤 慎太郎(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ3鹿児島南 中薗 貴文(1)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ福岡工業

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ4鹿児島南 有川 洸平(2)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ福岡工業

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ65:30 3-5鹿児島南 福留 大吉(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ9福岡工業 佐藤 開成(2)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ福岡工業

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ6鹿児島南 福留 大吉(3)

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ6福岡工業 坂井 奎太(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鹿児島南

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ23:39 福岡工業 荒木 健太(3) 有川 洸平(2)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ福岡工業

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ鹿児島南

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ11福岡工業 小川 武塁(1)

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ4鹿児島南 有川 洸平(2)

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ71:50 3-6福岡工業 山口 善也(3)

5mｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ5鹿児島南 池水 勇太(3)

5mｼｭｰﾄ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ7福岡工業 山口 善也(3)

P誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ61:8 鹿児島南 福留 大吉(3) 坂井 奎太(3)

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ51:8 4-6鹿児島南 池水 勇太(3)

ｶｯﾄｲﾝ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ9福岡工業 佐藤 開成(2)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鹿児島南

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ福岡工業

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ5鹿児島南 池水 勇太(3)

3P

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ5鹿児島南 池水 勇太(3)

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ67:17 福岡工業 坂井 奎太(3) 高松 颯(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ福岡工業

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ7鹿児島南 湯ノ口 悠士(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ3福岡工業 伊藤 慎太郎(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ25:38 5-6鹿児島南 高松 颯(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ115:21 5-7福岡工業 小川 武塁(1)

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ6鹿児島南 福留 大吉(3)

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ2福岡工業 荒木 健太(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ2鹿児島南 高松 颯(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ福岡工業

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ63:38 鹿児島南 福留 大吉(3) 小川 武塁(1)

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ43:17 6-7鹿児島南 有川 洸平(2)

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ2福岡工業 荒木 健太(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ鹿児島南

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ6福岡工業 坂井 奎太(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ11福岡工業 小川 武塁(1)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鹿児島南

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ91:28 6-8福岡工業 佐藤 開成(2)

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ5鹿児島南 池水 勇太(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ11福岡工業 小川 武塁(1)

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ70:22 6-9福岡工業 山口 善也(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鹿児島南

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/福岡工業

4P

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ2福岡工業 荒木 健太(3)

5mｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ47:3 7-9鹿児島南 有川 洸平(2)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ福岡工業

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ鹿児島南

5mｼｭｰﾄ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ7福岡工業 山口 善也(3)

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ65:43 8-9鹿児島南 福留 大吉(3)

ﾌﾛｰﾀｰ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ2福岡工業 荒木 健太(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ鹿児島南

5mｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ74:49 8-10福岡工業 山口 善也(3)

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ54:28 9-10鹿児島南 池水 勇太(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ6福岡工業 坂井 奎太(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ鹿児島南

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ11福岡工業 小川 武塁(1)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ鹿児島南

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ62:35 9-11福岡工業 坂井 奎太(3)

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ62:10 鹿児島南 福留 大吉(3) 伊藤 慎太郎(3)

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ62:7 10-11鹿児島南 福留 大吉(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ6福岡工業 坂井 奎太(3)

ﾀｲﾑｱｳﾄ11:37 鹿児島南

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ鹿児島南

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ7福岡工業 山口 善也(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鹿児島南

5mｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ2福岡工業 荒木 健太(3)

ﾀｲﾑｱｳﾄ20:34 鹿児島南

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鹿児島南

ﾀｲﾑｱｳﾄ10:17 福岡工業

ﾀｲﾑｱｳﾄ20:7 福岡工業

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/福岡工業
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