
Game No. 152013.8.19
福岡県立総合プール

平成25年度全国高校総体（水球競技） 鳥取中央 0 6150

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 114 412審 判: 槇橋 福元・

1P

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/ｷｰﾊﾟｰ9鳥取中央 山本 航大(2)

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ9福岡工業 佐藤 開成(2)

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ4鳥取中央 栗元 成生(3)

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ2福岡工業 荒木 健太(3)

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ26:5 福岡工業 荒木 健太(3) 三原 大地(3)

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ11福岡工業 小川 武塁(1)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取中央

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ福岡工業

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ4鳥取中央 栗元 成生(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取中央

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ福岡工業

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取中央

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ3福岡工業 伊藤 慎太郎(3)

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ23:39 0-1福岡工業 荒木 健太(3)

ｶｯﾄｲﾝ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ2鳥取中央 三原 大地(3)

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ22:56 0-2福岡工業 荒木 健太(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取中央

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ福岡工業

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取中央

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ61:59 福岡工業 坂井 奎太(3) 栗元 成生(3)

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ91:49 0-3福岡工業 佐藤 開成(2)

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ4鳥取中央 栗元 成生(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ福岡工業

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取中央

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ20:12 0-4福岡工業 荒木 健太(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ4鳥取中央 栗元 成生(3)

2P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ福岡工業

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ27:29 鳥取中央 三原 大地(3) 佐藤 開成(2)

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ4鳥取中央 栗元 成生(3)

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ3福岡工業 伊藤 慎太郎(3)

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/ﾌｧｰﾙ福岡工業

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ36:13 鳥取中央 三浦 比呂(3) 小川 武塁(1)

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ2鳥取中央 三原 大地(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ福岡工業

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ3鳥取中央 三浦 比呂(3)

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ24:45 0-5福岡工業 荒木 健太(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取中央

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ2福岡工業 荒木 健太(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取中央

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ73:53 0-6福岡工業 山口 善也(3)

ﾀｲﾑｱｳﾄ13:53 鳥取中央

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取中央

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ9福岡工業 佐藤 開成(2)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取中央

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ福岡工業

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取中央

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ福岡工業

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ102:15 鳥取中央 古木 雅也(2) 山口 善也(3)

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ9鳥取中央 山本 航大(2)

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ6福岡工業 坂井 奎太(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取中央

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ6福岡工業 坂井 奎太(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ鳥取中央

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ10福岡工業 山浦 太陽(2)

3P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ福岡工業

5mｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ27:25 1-6鳥取中央 三原 大地(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ11福岡工業 小川 武塁(1)

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ96:30 2-6鳥取中央 山本 航大(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/ﾎﾞｰﾙ鳥取中央

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ75:29 2-7福岡工業 山口 善也(3)

退水誘発/その他105:7 鳥取中央 古木 雅也(2) 佐藤 開成(2)

退水誘発/その他95:7 鳥取中央 山本 航大(2) 伊藤 慎太郎(3)

退水誘発/その他35:7 福岡工業 伊藤 慎太郎(3) 山本 航大(2)

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ104:58 3-7鳥取中央 古木 雅也(2)

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ7福岡工業 山口 善也(3)

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ104:40 鳥取中央 古木 雅也(2) 山口 善也(3)

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ34:17 4-7鳥取中央 三浦 比呂(3)

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ23:59 福岡工業 荒木 健太(3) 三原 大地(3)

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ2福岡工業 荒木 健太(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取中央

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ2福岡工業 荒木 健太(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取中央

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ2福岡工業 荒木 健太(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ3鳥取中央 三浦 比呂(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ6福岡工業 坂井 奎太(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ福岡工業

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取中央

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ9福岡工業 佐藤 開成(2)

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ6福岡工業 坂井 奎太(3)

退水誘発/その他100:42 鳥取中央 古木 雅也(2) 小川 武塁(1)

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ30:31 5-7鳥取中央 三浦 比呂(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ11福岡工業 小川 武塁(1)

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/鳥取中央

4P

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ27:47 福岡工業 荒木 健太(3) 三浦 比呂(3)

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ67:32 5-8福岡工業 坂井 奎太(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ9鳥取中央 山本 航大(2)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ福岡工業

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ26:43 福岡工業 荒木 健太(3) 栗元 成生(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ7福岡工業 山口 善也(3)

退水誘発/その他76:10 福岡工業 山口 善也(3) 古木 雅也(2)

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ35:59 5-9福岡工業 伊藤 慎太郎(3)

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ2鳥取中央 三原 大地(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ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

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ45:5 鳥取中央 栗元 成生(3) 小川 武塁(1)

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ11鳥取中央 塩地 雄介(2)

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ3鳥取中央 三浦 比呂(3)

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ24:56 福岡工業 荒木 健太(3) 山本 航大(2)

ﾀｲﾑｱｳﾄ14:26 福岡工業

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ34:9 5-10福岡工業 伊藤 慎太郎(3)

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ3鳥取中央 三浦 比呂(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3鳥取中央 三浦 比呂(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ9福岡工業 佐藤 開成(2)

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ7福岡工業 山口 善也(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取中央

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ福岡工業

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ13鳥取中央 三浦 生馬(2)

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ100:55 5-11福岡工業 山浦 太陽(2)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取中央

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ福岡工業

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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福岡工業 114 412審 判: 槇橋 福元・

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ20:3 6-11鳥取中央 三原 大地(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ2福岡工業 荒木 健太(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


