
Game No. 92014.9.9

長崎市民総合プール

第69回国民体育大会水泳（水球）競技 埼玉県 4 20268

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

長崎県 21 100審 判: 槇橋 黒谷・

1P

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ7埼玉県 濱田 周

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ長崎県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ埼玉県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/長崎県

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ7埼玉県 濱田 周

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ2埼玉県 小林 健太

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/埼玉県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ75:32 1-0埼玉県 濱田 周

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ8埼玉県 佐藤 海輝

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ54:31 長崎県 近藤 総太郎 橋田 尚也

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ5長崎県 近藤 総太郎

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ114:3 2-0埼玉県 伊達 清武

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ3埼玉県 山田 太一

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ6長崎県 川崎 亮介

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ32:41 3-0埼玉県 山田 太一

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ52:16 3-1長崎県 近藤 総太郎

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ11埼玉県 伊達 清武

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ11埼玉県 伊達 清武

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ埼玉県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ長崎県

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ70:14 4-1埼玉県 濱田 周

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ11埼玉県 伊達 清武

2P

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ8埼玉県 佐藤 海輝

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ26:50 5-1埼玉県 小林 健太

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ26:8 6-1埼玉県 小林 健太

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ3長崎県 上田 甲斐

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ35:29 7-1埼玉県 山田 太一

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ34:43 8-1埼玉県 山田 太一

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ24:11 9-1埼玉県 小林 健太

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ73:53 10-1埼玉県 濱田 周

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ6埼玉県 高橋 知志

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ埼玉県

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ10長崎県 内野 康希

ｶｯﾄｲﾝ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ11長崎県 尾上 葵

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ112:13 11-1埼玉県 伊達 清武

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ7埼玉県 濱田 周

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ6長崎県 川崎 亮介

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ7埼玉県 濱田 周

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ110:18 12-1埼玉県 伊達 清武

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ60:3 長崎県 川崎 亮介 高橋 知志

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/長崎県

3P

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ37:35 13-1埼玉県 山田 太一

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ67:14 長崎県 川崎 亮介 佐藤 海輝

ﾀｲﾑｱｳﾄ/7:13 長崎県

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ4長崎県 土橋 拓太

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ76:38 14-1埼玉県 濱田 周

5mｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ11長崎県 尾上 葵

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ8埼玉県 佐藤 海輝

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ7長崎県 松本 慧介

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ10埼玉県 コップ 晴紀

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ11長崎県 尾上 葵

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ94:8 15-1埼玉県 松本 天斗

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ23:51 長崎県 小宗 展大 佐藤 海輝

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ11長崎県 尾上 葵

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ83:8 16-1埼玉県 佐藤 海輝

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ埼玉県

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ11長崎県 尾上 葵

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ埼玉県

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ2長崎県 小宗 展大

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ60:58 17-1埼玉県 高橋 知志

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ100:29 18-1埼玉県 コップ 晴紀

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ11埼玉県 伊達 清武

4P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ埼玉県

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ5長崎県 近藤 総太郎

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ9埼玉県 松本 天斗

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ埼玉県

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ55:36 18-2長崎県 近藤 総太郎

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ埼玉県

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ6長崎県 川崎 亮介

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ埼玉県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ長崎県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ埼玉県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ2埼玉県 小林 健太

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ23:3 19-2埼玉県 小林 健太

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ22:42 長崎県 小宗 展大 コップ 晴紀

ﾀｲﾑｱｳﾄ/2:42 長崎県

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ2長崎県 小宗 展大

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ9長崎県 岩切 海

退水誘発/その他22:1 長崎県 小宗 展大 小林 健太

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ5長崎県 近藤 総太郎

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ51:11 20-2埼玉県 橋田 尚也

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

P誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ60:37 埼玉県 高橋 知志 上田 甲斐

Pｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ9埼玉県 松本 天斗

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ6埼玉県 高橋 知志
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Game No. 102014.9.9

長崎市民総合プール

第69回国民体育大会水泳（水球）競技 石川県 3 20746

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

鳥取県 62 301審 判: 折笠 梶原・

1P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ石川県

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ5鳥取県 西宇 涼

ｶｳﾝﾀｰ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ3石川県 原 稔憲

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ石川県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取県

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ7石川県 川本 周磨

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ65:23 0-1鳥取県 山本 航大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ石川県

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ7鳥取県 三浦 生馬

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ34:12 1-1石川県 原 稔憲

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取県

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ43:57 石川県 澤 聖人 西宇 涼

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ43:43 2-1石川県 澤 聖人

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ53:24 鳥取県 西宇 涼 澤 聖人

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ43:1 2-2鳥取県 古木 雅也

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ石川県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取県

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ3石川県 原 稔憲

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ4鳥取県 古木 雅也

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ71:7 3-2石川県 川本 周磨

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/鳥取県

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ4石川県 澤 聖人

5mｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ5鳥取県 西宇 涼

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/石川県

2P

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ27:40 石川県 安田 晴喜 山本 航大

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ77:27 4-2石川県 川本 周磨

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ5鳥取県 西宇 涼

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ4石川県 澤 聖人

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ66:42 5-2石川県 宮澤 優士

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/鳥取県

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ56:8 6-2石川県 新田 一景

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ45:44 鳥取県 古木 雅也 原 稔憲

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ7鳥取県 三浦 生馬

P誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ55:21 鳥取県 西宇 涼 安田 晴喜

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ45:21 6-3鳥取県 古木 雅也

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ6石川県 宮澤 優士

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ石川県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ石川県

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ2鳥取県 塩地 雄介

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ33:1 7-3石川県 原 稔憲

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/鳥取県

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ32:32 8-3石川県 原 稔憲

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取県

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ4石川県 澤 聖人

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ21:44 9-3石川県 安田 晴喜

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取県

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ21:28 石川県 安田 晴喜 杉原 海生

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ7石川県 川本 周磨

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取県

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ7石川県 川本 周磨

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ5鳥取県 西宇 涼

3P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ石川県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取県

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ3石川県 原 稔憲

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/石川県

退水誘発/その他7:4 鳥取県 川本 周磨

ﾀｲﾑｱｳﾄ/7:4 鳥取県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取県

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ56:26 10-3石川県 新田 一景

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ56:14 鳥取県 西宇 涼 澤 聖人

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ4鳥取県 古木 雅也

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ5石川県 新田 一景

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ石川県

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ64:42 鳥取県 山本 航大 安田 晴喜

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ7鳥取県 三浦 生馬

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ3石川県 原 稔憲

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ鳥取県

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ9石川県 三谷 諒汰

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ5鳥取県 西宇 涼

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ92:47 11-3石川県 三谷 諒汰

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ5鳥取県 西宇 涼

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ42:14 12-3石川県 澤 聖人

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ石川県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ鳥取県

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ4石川県 澤 聖人

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取県

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ110:19 13-3石川県 森田 聡

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ40:3 鳥取県 古木 雅也 宮澤 優士

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/鳥取県

4P

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ47:40 石川県 澤 聖人 三浦 生馬

ﾀｲﾑｱｳﾄ/7:38 石川県

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ97:21 14-3石川県 三谷 諒汰

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ4鳥取県 古木 雅也

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ鳥取県

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ36:30 15-3石川県 原 稔憲

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ26:14 鳥取県 塩地 雄介 松本 匡生

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ2鳥取県 塩地 雄介

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ35:35 16-3石川県 原 稔憲

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ鳥取県

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ114:49 17-3石川県 森田 聡

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取県

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ84:9 18-3石川県 川本 楓也

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ93:48 18-4鳥取県 杉原 海生

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ5石川県 新田 一景

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ4鳥取県 古木 雅也

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ112:44 19-4石川県 森田 聡

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ42:25 鳥取県 古木 雅也 三谷 諒汰

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取県

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ5石川県 新田 一景

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ10鳥取県 下仲 忍瞬

P誘発/その他1:28 鳥取県 橋本 一輝

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ101:28 19-5鳥取県 下仲 忍瞬

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ91:19 石川県 三谷 諒汰 下仲 忍瞬

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ61:0 20-5石川県 宮澤 優士

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ7鳥取県 三浦 生馬

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ40:24 鳥取県 古木 雅也 三谷 諒汰

ﾀｲﾑｱｳﾄ/0:24 鳥取県

製作：（公財）日本水泳連盟水球委員会技術部 (C) Copyright 2004-2014 Japan Swimming Federation



Game No. 102014.9.9

長崎市民総合プール

第69回国民体育大会水泳（水球）競技 石川県 3 20746

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

鳥取県 62 301審 判: 折笠 梶原・

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ70:2 20-6鳥取県 三浦 生馬

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ10石川県 松本 匡生

製作：（公財）日本水泳連盟水球委員会技術部 (C) Copyright 2004-2014 Japan Swimming Federation



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

3 12402

141 152

3

5

Game No. 112014.9.9

長崎市民総合プール

第69回国民体育大会水泳（水球）競技 福岡県

京都府審 判: 波多 御崎・

1P

P誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ47:45 京都府 北澤 知大 田中 領馬

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ47:45 0-1京都府 北澤 知大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ福岡県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ京都府

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ福岡県

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ4京都府 北澤 知大

ﾌﾛｰﾀｰ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ6福岡県 山浦 太陽

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ京都府

5mｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ65:22 1-1福岡県 山浦 太陽

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ9京都府 大本 晋平

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ福岡県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ京都府

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ6福岡県 山浦 太陽

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ京都府

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ23:46 福岡県 城島 通彦 大本 晋平

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ53:30 2-1福岡県 佐藤 開成

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ2京都府 石山 真吾

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ52:45 3-1福岡県 佐藤 開成

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ京都府

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/福岡県

退水誘発/その他2:10 京都府 佐藤 開成

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ9京都府 大本 晋平

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ5福岡県 佐藤 開成

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ京都府

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ福岡県

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ9京都府 大本 晋平

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/福岡県

2P

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ37:38 京都府 大本 航生 小川 武塁

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ97:17 3-2京都府 大本 晋平

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ福岡県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ京都府

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/福岡県

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ3京都府 大本 航生

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ6福岡県 山浦 太陽

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ45:26 京都府 北澤 知大 田中 領馬

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ2京都府 石山 真吾

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ8福岡県 小川 武塁

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ京都府

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ84:21 福岡県 小川 武塁 大本 航生

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ54:0 4-2福岡県 佐藤 開成

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ43:34 京都府 北澤 知大 吉田 鵬秀

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ3京都府 大本 航生

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ福岡県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ京都府

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ6福岡県 山浦 太陽

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ71:39 5-2福岡県 吉田 鵬秀

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ2京都府 石山 真吾

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ31:7 京都府 大本 航生 吉田 鵬秀

ﾀｲﾑｱｳﾄ/1:7 京都府

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ40:50 5-3京都府 北澤 知大

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ5福岡県 佐藤 開成

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ京都府

3P

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ8福岡県 小川 武塁

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ37:23 5-4京都府 大本 航生

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ5福岡県 佐藤 開成

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/京都府

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ福岡県

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ96:11 5-5京都府 大本 晋平

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ福岡県

5mｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ8京都府 野村 力哉

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ10福岡県 田中 領馬

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/京都府

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/福岡県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ京都府

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ63:47 福岡県 山浦 太陽 大本 航生

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ6福岡県 山浦 太陽

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/福岡県

退水誘発/その他83:3 京都府 野村 力哉 小川 武塁

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ22:59 5-6京都府 石山 真吾

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ福岡県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ京都府

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ52:14 福岡県 佐藤 開成 浦田 大輝

ﾀｲﾑｱｳﾄ/2:14 福岡県

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ6福岡県 山浦 太陽

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ31:42 5-7京都府 大本 航生

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ福岡県

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ2京都府 石山 真吾

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ60:44 福岡県 山浦 太陽 北澤 知大

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ10福岡県 田中 領馬

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ30:2 5-8京都府 大本 航生

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ5福岡県 佐藤 開成

4P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ福岡県

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ8京都府 野村 力哉

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ5福岡県 佐藤 開成

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/京都府

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ8福岡県 小川 武塁

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ京都府

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ8福岡県 小川 武塁

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/京都府

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ福岡県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ京都府

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ8福岡県 小川 武塁

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/京都府

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ63:15 福岡県 山浦 太陽 北澤 知大

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ102:56 6-8福岡県 田中 領馬

退水誘発/その他32:32 京都府 大本 航生 吉田 鵬秀

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ4京都府 北澤 知大

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ51:55 7-8福岡県 佐藤 開成

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ3京都府 大本 航生

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ5福岡県 佐藤 開成

5mｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ30:45 7-9京都府 大本 航生

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ8福岡県 小川 武塁

P誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ50:29 福岡県 佐藤 開成 大本 航生

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ50:29 8-9福岡県 佐藤 開成

製作：（公財）日本水泳連盟水球委員会技術部 (C) Copyright 2004-2014 Japan Swimming Federation



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

3 12402

141 152

3

5

Game No. 112014.9.9

長崎市民総合プール

第69回国民体育大会水泳（水球）競技 福岡県

京都府審 判: 波多 御崎・

ﾀｲﾑｱｳﾄ/0:29 京都府

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ京都府

ﾀｲﾑｱｳﾄ/0:3 福岡県

5mｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ50:0 9-9福岡県 佐藤 開成

ﾍﾟﾅﾙﾃｨｼｭｰﾄ戦結果/5P

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ4 9-10京都府 北澤 知大

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ5 10-10福岡県 佐藤 開成

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ2 10-11京都府 石山 真吾

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ8 11-11福岡県 小川 武塁

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ5 11-12京都府 浦田 大輝

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ10 12-12福岡県 田中 領馬

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ6 12-13京都府 山本 裕介

Pｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ2福岡県 城島 通彦

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ9 12-14京都府 大本 晋平

製作：（公財）日本水泳連盟水球委員会技術部 (C) Copyright 2004-2014 Japan Swimming Federation



Game No. 122014.9.9

長崎市民総合プール

第69回国民体育大会水泳（水球）競技 静岡県 2 7131

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

群馬県 82 411審 判: 牧田 岡・

1P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/群馬県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ静岡県

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ47:21 群馬県 樺澤 卓 中安 正己

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ5群馬県 清水 優樹

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ群馬県

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ26:27 1-0静岡県 澤田 穂高

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ46:3 1-1群馬県 樺澤 卓

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ静岡県

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ4群馬県 樺澤 卓

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ静岡県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ群馬県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ静岡県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ群馬県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ静岡県

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ9群馬県 金井 凱

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ32:56 2-1静岡県 中安 正己

退水誘発/その他42:32 群馬県 樺澤 卓 安井 大悟

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ42:31 2-2群馬県 樺澤 卓

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ静岡県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ群馬県

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ81:58 静岡県 安井 大悟 清水 優樹

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ静岡県

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ4群馬県 樺澤 卓

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ静岡県

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ6群馬県 山口 正廣

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/静岡県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ群馬県

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ8静岡県 安井 大悟

2P

5mｼｭｰﾄ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ4群馬県 樺澤 卓

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ2静岡県 澤田 穂高

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ静岡県

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ106:47 2-3群馬県 長野 海都

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ4静岡県 鈴木 拓海

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ群馬県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ静岡県

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ6群馬県 山口 正廣

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ4静岡県 鈴木 拓海

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ9静岡県 雲母 敦貴

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ6群馬県 山口 正廣

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ静岡県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ群馬県

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ33:37 3-3静岡県 中安 正己

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ群馬県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ静岡県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ群馬県

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ9静岡県 雲母 敦貴

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ9群馬県 金井 凱

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ9静岡県 雲母 敦貴

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ5群馬県 清水 優樹

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ5静岡県 指宿 量矢

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ4群馬県 樺澤 卓

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ9静岡県 雲母 敦貴

3P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/群馬県

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ4静岡県 鈴木 拓海

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ87:23 4-3静岡県 安井 大悟

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ5群馬県 清水 優樹

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ9静岡県 雲母 敦貴

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ静岡県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/群馬県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ静岡県

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35:16 静岡県 中安 正己 山口 正廣

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ84:59 5-3静岡県 安井 大悟

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ4群馬県 樺澤 卓

5mｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ44:19 5-4群馬県 樺澤 卓

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ静岡県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ群馬県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ静岡県

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ52:28 群馬県 清水 優樹 鈴木 拓海

ﾀｲﾑｱｳﾄ/2:27 群馬県

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ6群馬県 山口 正廣

退水誘発/その他51:48 静岡県 指宿 量矢 清水 優樹

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ7静岡県 榛葉 公彦

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ31:27 6-4静岡県 中安 正己

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ10群馬県 長野 海都

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ50:50 群馬県 清水 優樹 榛葉 公彦

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ10群馬県 長野 海都

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ5群馬県 清水 優樹

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/静岡県

4P

5mｼｭｰﾄ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ4群馬県 樺澤 卓

ｶｯﾄｲﾝ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ3群馬県 小平 拓未

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ静岡県

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ6群馬県 山口 正廣

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ3静岡県 中安 正己

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ2群馬県 福田 文彦

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ55:56 6-5群馬県 清水 優樹

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ静岡県

5mｼｭｰﾄ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ5群馬県 清水 優樹

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ5静岡県 指宿 量矢

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ6群馬県 山口 正廣

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ74:0 静岡県 榛葉 公彦 長野 海都

ﾀｲﾑｱｳﾄ/4:0 静岡県

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ9静岡県 雲母 敦貴

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ73:14 6-6群馬県 小谷野 翔馬

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ2静岡県 澤田 穂高

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ4群馬県 樺澤 卓

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ静岡県

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ101:22 6-7群馬県 長野 海都

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ20:58 静岡県 澤田 穂高 長野 海都

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ5静岡県 指宿 量矢

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ100:19 6-8群馬県 長野 海都

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ30:9 7-8静岡県 中安 正己

ﾀｲﾑｱｳﾄ/0:9 群馬県

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/群馬県

製作：（公財）日本水泳連盟水球委員会技術部 (C) Copyright 2004-2014 Japan Swimming Federation



Game No. 132014.9.9

長崎市民総合プール

第69回国民体育大会水泳（水球）競技 長崎県 2 9133

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

鳥取県 165 443審 判: 梶原 黒谷・

1P

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ67:40 1-0長崎県 川崎 亮介

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ2鳥取県 塩地 雄介

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ46:22 1-1鳥取県 古木 雅也

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ5鳥取県 西宇 涼

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ6長崎県 川崎 亮介

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取県

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ44:51 長崎県 土橋 拓太 山本 航大

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ24:44 2-1長崎県 小宗 展大

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ64:31 鳥取県 山本 航大 小宗 展大

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ44:8 2-2鳥取県 古木 雅也

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ5長崎県 近藤 総太郎

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ7鳥取県 三浦 生馬

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ長崎県

5mｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ42:11 2-3鳥取県 古木 雅也

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ61:33 鳥取県 山本 航大 小宗 展大

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ81:6 2-4鳥取県 西原 圭佑

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ11長崎県 尾上 葵

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ60:22 2-5鳥取県 山本 航大

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ11長崎県 尾上 葵

2P

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ5長崎県 近藤 総太郎

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ76:34 2-6鳥取県 三浦 生馬

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ66:13 3-6長崎県 川崎 亮介

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/鳥取県

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ5長崎県 近藤 総太郎

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ75:18 3-7鳥取県 三浦 生馬

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取県

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ114:21 長崎県 尾上 葵 西原 圭佑

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ64:9 4-7長崎県 川崎 亮介

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ3鳥取県 涌嶋 敦史

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ4長崎県 土橋 拓太

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ63:6 5-7長崎県 川崎 亮介

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ52:50 鳥取県 西宇 涼 土橋 拓太

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ4鳥取県 古木 雅也

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ9長崎県 岩切 海

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ6長崎県 川崎 亮介

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取県

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ41:43 長崎県 土橋 拓太 西宇 涼

ﾀｲﾑｱｳﾄ/1:43 長崎県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ4鳥取県 古木 雅也

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ5長崎県 近藤 総太郎

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ5長崎県 近藤 総太郎

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ60:13 5-8鳥取県 山本 航大

5mｼｭｰﾄ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ5長崎県 近藤 総太郎

3P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ4鳥取県 古木 雅也

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取県

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ6長崎県 川崎 亮介

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取県

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ55:32 6-8長崎県 近藤 総太郎

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ25:7 6-9鳥取県 塩地 雄介

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ6長崎県 川崎 亮介

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/鳥取県

5mｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ9長崎県 岩切 海

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ63:50 7-9長崎県 川崎 亮介

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ23:32 7-10鳥取県 塩地 雄介

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ11長崎県 尾上 葵

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ5鳥取県 西宇 涼

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ鳥取県

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ9長崎県 岩切 海

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ41:41 7-11鳥取県 古木 雅也

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ2鳥取県 塩地 雄介

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ20:51 7-12鳥取県 塩地 雄介

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ60:32 長崎県 川崎 亮介 古木 雅也

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ50:9 8-12長崎県 近藤 総太郎

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ7鳥取県 三浦 生馬

4P

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ2鳥取県 塩地 雄介

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ27:28 8-13鳥取県 塩地 雄介

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取県

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ46:57 長崎県 土橋 拓太 西宇 涼

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ5長崎県 近藤 総太郎

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ76:0 8-14鳥取県 三浦 生馬

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ7鳥取県 三浦 生馬

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ長崎県

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ5鳥取県 西宇 涼

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ64:20 9-14長崎県 川崎 亮介

ﾀｲﾑｱｳﾄ/4:20 鳥取県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鳥取県

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ43:54 長崎県 土橋 拓太 古木 雅也

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ6鳥取県 山本 航大

退水誘発/その他53:12 長崎県 近藤 総太郎 山本 航大

退水誘発/その他63:12 鳥取県 山本 航大 近藤 総太郎

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ42:36 9-15鳥取県 古木 雅也

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ長崎県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ鳥取県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

ﾀｲﾑｱｳﾄ/1:32 鳥取県

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ91:6 9-16鳥取県 杉原 海生

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ鳥取県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ鳥取県

ﾀｲﾑｱｳﾄ/0:9 長崎県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

製作：（公財）日本水泳連盟水球委員会技術部 (C) Copyright 2004-2014 Japan Swimming Federation



Game No. 142014.9.9

長崎市民総合プール

第69回国民体育大会水泳（水球）競技 埼玉県 6 12213

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

石川県 101 351審 判: 牧田 折笠・

1P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ埼玉県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ石川県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/埼玉県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/石川県

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ76:47 埼玉県 濱田 周 川本 周磨

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ埼玉県

P誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ66:7 石川県 宮澤 優士 佐藤 海輝

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ46:7 0-1石川県 澤 聖人

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ埼玉県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ石川県

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ25:9 1-1埼玉県 小林 健太

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ石川県

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ34:27 2-1埼玉県 山田 太一

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ74:7 石川県 川本 周磨 濱田 周

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ4石川県 澤 聖人

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ83:40 埼玉県 佐藤 海輝 川本 周磨

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ83:38 3-1埼玉県 佐藤 海輝

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ石川県

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ73:4 4-1埼玉県 濱田 周

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ石川県

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ22:34 埼玉県 小林 健太 原 稔憲

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ2埼玉県 小林 健太

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ61:52 石川県 宮澤 優士 佐藤 海輝

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ4石川県 澤 聖人

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ石川県

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ71:10 5-1埼玉県 濱田 周

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ石川県

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ70:51 6-1埼玉県 濱田 周

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ石川県

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ11埼玉県 伊達 清武

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ4石川県 澤 聖人

2P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ埼玉県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ石川県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/埼玉県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ石川県

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ26:34 7-1埼玉県 小林 健太

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ66:13 石川県 宮澤 優士 高橋 知志

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ75:57 7-2石川県 川本 周磨

5mｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ11埼玉県 伊達 清武

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ9石川県 三谷 諒汰

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ埼玉県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/石川県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ埼玉県

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ93:45 石川県 三谷 諒汰 伊達 清武

ﾀｲﾑｱｳﾄ/3:43 石川県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ石川県

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ11埼玉県 伊達 清武

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ石川県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/埼玉県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ石川県

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ71:53 8-2埼玉県 濱田 周

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ石川県

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ81:18 9-2埼玉県 佐藤 海輝

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ石川県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ埼玉県

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ70:31 石川県 川本 周磨 山田 太一

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ7石川県 川本 周磨

3P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ埼玉県

P誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ47:19 石川県 澤 聖人 山田 太一

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ67:19 9-3石川県 宮澤 優士

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ77:3 埼玉県 濱田 周 新田 一景

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ7埼玉県 濱田 周

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ4石川県 澤 聖人

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ埼玉県

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ75:53 9-4石川県 川本 周磨

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ75:37 埼玉県 濱田 周 川本 楓也

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ7埼玉県 濱田 周

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ石川県

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ64:36 10-4埼玉県 高橋 知志

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ64:18 石川県 宮澤 優士 高橋 知志

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ33:56 10-5石川県 原 稔憲

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ埼玉県

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ33:6 10-6石川県 原 稔憲

ﾀｲﾑｱｳﾄ/3:6 埼玉県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/埼玉県

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ6石川県 宮澤 優士

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ埼玉県

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ31:59 10-7石川県 原 稔憲

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ3埼玉県 山田 太一

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ石川県

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ30:43 埼玉県 山田 太一 安田 晴喜

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ11埼玉県 伊達 清武

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ石川県

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/埼玉県

4P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ埼玉県

P誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ67:7 石川県 宮澤 優士 佐藤 海輝

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ47:7 10-8石川県 澤 聖人

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ6埼玉県 高橋 知志

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ石川県

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ115:54 11-8埼玉県 伊達 清武

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ65:36 石川県 宮澤 優士 高橋 知志

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ25:27 11-9石川県 安田 晴喜

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/埼玉県

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ4石川県 澤 聖人

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ74:14 12-9埼玉県 濱田 周

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ石川県

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ113:52 埼玉県 伊達 清武 澤 聖人

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ2埼玉県 小林 健太

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ石川県

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ7埼玉県 濱田 周

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ7石川県 川本 周磨

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ埼玉県

退水誘発/その他72:3 石川県 川本 周磨 小林 健太

ﾀｲﾑｱｳﾄ/1:58 石川県

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ41:44 12-10石川県 澤 聖人

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ71:27 埼玉県 濱田 周 宮澤 優士

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ2埼玉県 小林 健太

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ石川県

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ10埼玉県 コップ 晴紀

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ30:22 石川県 原 稔憲 コップ 晴紀

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ3石川県 原 稔憲

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ石川県

製作：（公財）日本水泳連盟水球委員会技術部 (C) Copyright 2004-2014 Japan Swimming Federation



Game No. 142014.9.9

長崎市民総合プール

第69回国民体育大会水泳（水球）競技 埼玉県 6 12213

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

石川県 101 351審 判: 牧田 折笠・

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ3埼玉県 山田 太一

製作：（公財）日本水泳連盟水球委員会技術部 (C) Copyright 2004-2014 Japan Swimming Federation



Game No. 152014.9.9

長崎市民総合プール

第69回国民体育大会水泳（水球）競技 福岡県 0 12345

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

静岡県 71 501審 判: 岡 御崎・

1P

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ7福岡県 吉田 鵬秀

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ3静岡県 中安 正己

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ5福岡県 佐藤 開成

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ静岡県

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ7福岡県 吉田 鵬秀

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ静岡県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ福岡県

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ3静岡県 中安 正己

5mｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ8福岡県 小川 武塁

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ3静岡県 中安 正己

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ福岡県

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ43:39 0-1静岡県 鈴木 拓海

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ7福岡県 吉田 鵬秀

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ静岡県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ福岡県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ静岡県

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ5福岡県 佐藤 開成

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ静岡県

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ8福岡県 小川 武塁

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ静岡県

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ10福岡県 田中 領馬

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ福岡県

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ30:6 静岡県 中安 正己 吉田 鵬秀

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/静岡県

2P

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ9静岡県 雲母 敦貴

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ8福岡県 小川 武塁

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ静岡県

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ56:14 1-1福岡県 佐藤 開成

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ35:50 1-2静岡県 中安 正己

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ福岡県

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ9静岡県 雲母 敦貴

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ8福岡県 小川 武塁

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ8静岡県 安井 大悟

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ2静岡県 澤田 穂高

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ3静岡県 中安 正己

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ8福岡県 小川 武塁

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ静岡県

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ5福岡県 佐藤 開成

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ4静岡県 鈴木 拓海

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ101:56 2-2福岡県 田中 領馬

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ静岡県

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ81:24 3-2福岡県 小川 武塁

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/静岡県

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ60:44 4-2福岡県 山浦 太陽

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ静岡県

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ80:2 5-2福岡県 小川 武塁

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ2静岡県 澤田 穂高

3P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ福岡県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ静岡県

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ66:57 6-2福岡県 山浦 太陽

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ46:38 静岡県 鈴木 拓海 吉田 鵬秀

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ3静岡県 中安 正己

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ105:43 福岡県 田中 領馬 指宿 量矢

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ10福岡県 田中 領馬

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ65:15 7-2福岡県 山浦 太陽

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ静岡県

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ8福岡県 小川 武塁

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ静岡県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/福岡県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ静岡県

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ22:54 8-2福岡県 城島 通彦

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ静岡県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/福岡県

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ5静岡県 指宿 量矢

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ51:30 9-2福岡県 佐藤 開成

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ4静岡県 鈴木 拓海

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ福岡県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ静岡県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/福岡県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/静岡県

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/福岡県

4P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ福岡県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ静岡県

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ87:4 10-2福岡県 小川 武塁

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ56:44 10-3静岡県 指宿 量矢

退水誘発/56:29 福岡県 佐藤 開成 中安 正己

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ10福岡県 田中 領馬

退水誘発/その他65:58 静岡県 長谷川 平 田中 領馬

ﾀｲﾑｱｳﾄ/5:58 静岡県

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ95:34 10-4静岡県 雲母 敦貴

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ5福岡県 佐藤 開成

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ95:0 10-5静岡県 雲母 敦貴

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ福岡県

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ5静岡県 指宿 量矢

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ83:53 福岡県 小川 武塁 指宿 量矢

ﾀｲﾑｱｳﾄ/3:53 福岡県

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ5福岡県 佐藤 開成

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ静岡県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ福岡県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ静岡県

5mｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ10福岡県 田中 領馬

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ静岡県

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ81:24 11-5福岡県 小川 武塁

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ31:9 11-6静岡県 中安 正己

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ6福岡県 山浦 太陽

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ110:31 11-7静岡県 指宿 雄右

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ40:3 12-7福岡県 久保田 輝

ﾀｲﾑｱｳﾄ/0:3 静岡県

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ4静岡県 鈴木 拓海

製作：（公財）日本水泳連盟水球委員会技術部 (C) Copyright 2004-2014 Japan Swimming Federation



Game No. 162014.9.9

長崎市民総合プール

第69回国民体育大会水泳（水球）競技 京都府 2 11522

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

群馬県 81 223審 判: 槇橋 波多・

1P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ京都府

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ群馬県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ京都府

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35:53 1-0京都府 大本 航生

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ10群馬県 長野 海都

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ95:19 2-0京都府 大本 晋平

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ群馬県

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ3京都府 大本 航生

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ群馬県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ京都府

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ10群馬県 長野 海都

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/京都府

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ群馬県

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ3京都府 大本 航生

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ6群馬県 山口 正廣

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ5京都府 浦田 大輝

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ群馬県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ京都府

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ100:23 2-1群馬県 長野 海都

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ3京都府 大本 航生

2P

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ2京都府 石山 真吾

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ107:14 群馬県 長野 海都 大本 晋平

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ56:56 2-2群馬県 清水 優樹

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ36:34 3-2京都府 大本 航生

ﾌﾛｰﾀｰ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ10群馬県 長野 海都

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ45:57 3-3群馬県 樺澤 卓

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ京都府

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ4群馬県 樺澤 卓

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ京都府

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ44:25 3-4群馬県 樺澤 卓

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/京都府

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ群馬県

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ8京都府 野村 力哉

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ群馬県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ京都府

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ6群馬県 山口 正廣

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ9京都府 大本 晋平

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/群馬県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/京都府

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ群馬県

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ4京都府 北澤 知大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ群馬県

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ30:34 4-4京都府 大本 航生

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ群馬県

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ2京都府 石山 真吾

3P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ京都府

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ3群馬県 小平 拓未

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ8京都府 野村 力哉

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ56:37 群馬県 清水 優樹 野村 力哉

ﾀｲﾑｱｳﾄ/6:36 群馬県

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ5群馬県 清水 優樹

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ3京都府 大本 航生

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ群馬県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ京都府

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ群馬県

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ94:45 京都府 大本 晋平 清水 優樹

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ京都府

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23:34 京都府 石山 真吾 清水 優樹

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ23:28 5-4京都府 石山 真吾

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/群馬県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ京都府

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ10群馬県 長野 海都

P誘発/その他42:32 群馬県 樺澤 卓 北澤 知大

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ52:31 5-5群馬県 清水 優樹

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ2京都府 石山 真吾

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ51:49 6-5京都府 浦田 大輝

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ4群馬県 樺澤 卓

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ京都府

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ41:14 群馬県 樺澤 卓 北澤 知大

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ100:48 6-6群馬県 長野 海都

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ40:26 京都府 北澤 知大 樺澤 卓

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ京都府

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/群馬県

4P

5mｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ2京都府 石山 真吾

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ10群馬県 長野 海都

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ京都府

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ10群馬県 長野 海都

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ86:6 7-6京都府 野村 力哉

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ群馬県

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ3京都府 大本 航生

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ35:8 京都府 大本 航生 小谷野 翔馬

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ44:48 8-6京都府 北澤 知大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ群馬県

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ23:59 9-6京都府 石山 真吾

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ10群馬県 長野 海都

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ2京都府 石山 真吾

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ3群馬県 小平 拓未

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ32:56 10-6京都府 大本 航生

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ4群馬県 樺澤 卓

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ京都府

ﾀｲﾑｱｳﾄ/2:19 群馬県

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ102:12 10-7群馬県 長野 海都

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ京都府

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ群馬県

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ5京都府 浦田 大輝

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ京都府

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ41:2 群馬県 樺澤 卓 大本 航生

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20:33 11-7京都府 石山 真吾

P誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ40:25 群馬県 樺澤 卓 北澤 知大

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ40:24 11-8群馬県 樺澤 卓

退水誘発/その他30:17 京都府 大本 航生 小平 拓未

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/京都府

製作：（公財）日本水泳連盟水球委員会技術部 (C) Copyright 2004-2014 Japan Swimming Federation


