
Game No. 202013.8.20
福岡県立総合プール

平成25年度全国高校総体（水球競技） 秀明英光 2 11315

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 123 333審 判: 槇橋 齋藤・

1P

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ11福岡工業 小川 武塁(1)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ秀明英光

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ福岡工業

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ秀明英光

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ9福岡工業 佐藤 開成(2)

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ45:43 秀明英光 足立 聖弥(3) 小川 武塁(1)

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ3秀明英光 濱田 周(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/ﾎﾞｰﾙ秀明英光

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ24:26 福岡工業 荒木 健太(3) 深谷 周平(3)

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ24:25 0-1福岡工業 荒木 健太(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ秀明英光

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ23:42 0-2福岡工業 荒木 健太(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ秀明英光

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ福岡工業

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ32:42 1-2秀明英光 濱田 周(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/ﾌｧｰﾙ秀明英光

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ福岡工業

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ81:26 2-2秀明英光 佐藤 海輝(2)

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ20:57 2-3福岡工業 荒木 健太(3)

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ40:36 秀明英光 足立 聖弥(3) 伊藤 慎太郎(3)

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ4秀明英光 足立 聖弥(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ6福岡工業 坂井 奎太(3)

2P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ福岡工業

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ秀明英光

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/ﾎﾞｰﾙ秀明英光

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ福岡工業

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ35:38 3-3秀明英光 濱田 周(2)

退水誘発/その他65:26 福岡工業 坂井 奎太(3) 青山 大輝(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/ﾌｧｰﾙ秀明英光

P誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ24:25 福岡工業 荒木 健太(3) 佐藤 海輝(2)

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ24:25 3-4福岡工業 荒木 健太(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ秀明英光

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ福岡工業

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ83:27 4-4秀明英光 佐藤 海輝(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/ﾌｧｰﾙ秀明英光

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ22:34 4-5福岡工業 荒木 健太(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ32:12 5-5秀明英光 濱田 周(2)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ福岡工業

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ71:41 6-5秀明英光 深谷 周平(3)

退水誘発/その他61:25 福岡工業 坂井 奎太(3) 青山 大輝(3)

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ6福岡工業 坂井 奎太(3)

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ50:55 7-5秀明英光 山田 精太郎(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ60:35 7-6福岡工業 坂井 奎太(3)

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ7秀明英光 深谷 周平(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ2福岡工業 荒木 健太(3)

3P

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/ﾎﾞｰﾙ秀明英光

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ福岡工業

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ8秀明英光 佐藤 海輝(2)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ福岡工業

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ86:14 8-6秀明英光 佐藤 海輝(2)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ福岡工業

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ4秀明英光 足立 聖弥(3)

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ75:21 福岡工業 山口 善也(3) 濱田 周(2)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ福岡工業

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ7秀明英光 深谷 周平(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ秀明英光

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/ﾌｧｰﾙ秀明英光

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ63:42 福岡工業 坂井 奎太(3) 足立 聖弥(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ73:19 8-7福岡工業 山口 善也(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ8秀明英光 佐藤 海輝(2)

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ22:34 福岡工業 荒木 健太(3) 佐藤 海輝(2)

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ72:30 8-8福岡工業 山口 善也(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ5秀明英光 山田 精太郎(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ61:41 8-9福岡工業 坂井 奎太(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ秀明英光

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ7福岡工業 山口 善也(3)

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ11秀明英光 山田 太一(2)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ福岡工業

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ5秀明英光 山田 精太郎(3)

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/福岡工業

4P

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ27:42 8-10福岡工業 荒木 健太(3)

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ2秀明英光 山谷 峻(3)

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ6福岡工業 坂井 奎太(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ27:11 8-11福岡工業 荒木 健太(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ5秀明英光 山田 精太郎(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ6福岡工業 坂井 奎太(3)

5mｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ35:54 9-11秀明英光 濱田 周(2)

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ11福岡工業 小川 武塁(1)

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ65:17 秀明英光 青山 大輝(3) 小川 武塁(1)

ﾀｲﾑｱｳﾄ15:17 秀明英光

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ5秀明英光 山田 精太郎(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ5秀明英光 山田 精太郎(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ福岡工業

P誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ74:7 秀明英光 深谷 周平(3) 山口 善也(3)

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ44:7 10-11秀明英光 足立 聖弥(3)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ福岡工業

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ秀明英光

ﾌﾛｰﾀｰ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ2福岡工業 荒木 健太(3)

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ3秀明英光 濱田 周(2)

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ32:37 福岡工業 伊藤 慎太郎(3) 山田 精太郎(3)

ﾀｲﾑｱｳﾄ12:37 福岡工業

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ6福岡工業 坂井 奎太(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ31:56 11-11秀明英光 濱田 周(2)

5mｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ71:38 11-12福岡工業 山口 善也(3)

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ3秀明英光 濱田 周(2)

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ7福岡工業 山口 善也(3)

ﾀｲﾑｱｳﾄ20:35 秀明英光

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ6秀明英光 青山 大輝(3)

ﾀｲﾑｱｳﾄ20:17 福岡工業

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/福岡工業
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