
Game No. 172017.9.13
アクアパレットまつやま特設プール

第72回国民体育大会水泳（水球）競技 岐阜県 3 21765

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 94 320審 判: 牧田 橋本・

1P

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57:13 1-0岐阜県 林 佑季彦

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ5長崎県 土橋 奏太

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ7岐阜県 森田 恭也

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ56:7 1-1長崎県 土橋 奏太

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ2岐阜県 名和 大輝

5mｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ55:21 1-2長崎県 土橋 奏太

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ2岐阜県 名和 大輝

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

退水誘発/その他44:17 岐阜県 大角 優人 川原駿太郎

退水誘発/その他34:17 長崎県 川原駿太郎 大角 優人

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ24:11 2-2岐阜県 名和 大輝

5mｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ23:54 2-3長崎県 岡 凌翔

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ73:31 3-3岐阜県 森田 恭也

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ5長崎県 土橋 奏太

P誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ22:41 岐阜県 名和 大輝 川原駿太郎

Pｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ7岐阜県 森田 恭也

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ5長崎県 土橋 奏太

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ8岐阜県 岩田 惣斗

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/長崎県

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ9岐阜県 小林 幹太

5mｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ60:48 3-4長崎県 中村利一郎

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ11岐阜県 伊藤 潤人

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ9岐阜県 小林 幹太

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/岐阜県

2P

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ2長崎県 岡 凌翔

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ5岐阜県 林 佑季彦

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56:43 4-4岐阜県 林 佑季彦

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ56:22 長崎県 土橋 奏太 名和 大輝

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ45:58 岐阜県 大角 優人 岩永 拓人

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ45:32 5-4岐阜県 大角 優人

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ2長崎県 岡 凌翔

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ5岐阜県 林 佑季彦

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ5長崎県 土橋 奏太

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ24:14 6-4岐阜県 名和 大輝

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53:37 7-4岐阜県 林 佑季彦

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/長崎県

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ9岐阜県 小林 幹太

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ11岐阜県 伊藤 潤人

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ2長崎県 岡 凌翔

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ51:26 8-4岐阜県 林 佑季彦

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/長崎県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/岐阜県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ長崎県

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ7岐阜県 森田 恭也

3P

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47:24 9-4岐阜県 大角 優人

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/岐阜県

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ26:52 9-5長崎県 岡 凌翔

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ46:30 10-5岐阜県 大角 優人

5mｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ2長崎県 岡 凌翔

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ岐阜県

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ5長崎県 土橋 奏太

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ5岐阜県 林 佑季彦

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ長崎県

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ5岐阜県 林 佑季彦

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ5長崎県 土橋 奏太

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ4岐阜県 大角 優人

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ2長崎県 岡 凌翔

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ92:34 11-5岐阜県 小林 幹太

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ22:24 長崎県 岡 凌翔 名和 大輝

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ112:4 11-6長崎県 中條 玲

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ81:42 12-6岐阜県 岩田 惣斗

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ長崎県

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ50:50 13-6岐阜県 林 佑季彦

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80:0 14-6岐阜県 岩田 惣斗

4P

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47:13 15-6岐阜県 大角 優人

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46:44 16-6岐阜県 大角 優人

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ56:28 16-7長崎県 土橋 奏太

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ46:13 17-7岐阜県 大角 優人

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ2長崎県 岡 凌翔

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ45:47 岐阜県 大角 優人 中條 玲

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ6岐阜県 浅野 航大

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44:54 18-7岐阜県 大角 優人

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ長崎県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ岐阜県

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113:37 19-7岐阜県 伊藤 潤人

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ5長崎県 土橋 奏太

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ岐阜県

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10岐阜県 長谷川大介

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ62:30 20-7岐阜県 浅野 航大

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ3長崎県 川原駿太郎

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ岐阜県

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ81:38 20-8長崎県 小田 要

5mｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ4岐阜県 大角 優人

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ41:4 岐阜県 大角 優人 土橋 奏太

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ50:39 21-8岐阜県 林 佑季彦

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ50:14 21-9長崎県 土橋 奏太

5mｼｭｰﾄ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ5岐阜県 林 佑季彦

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. 182017.9.13
アクアパレットまつやま特設プール

第72回国民体育大会水泳（水球）競技 三重県 0 3201

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

京都府 60 213審 判: 中 石谷・

1P

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ6三重県 長田 紳

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ京都府

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ三重県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ京都府

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ三重県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ京都府

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ三重県

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ7京都府 渡邉 太陽

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ三重県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ京都府

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ三重県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ京都府

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ10三重県 今田勇之介

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ京都府

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ4三重県 後藤 豪斗

5mｼｭｰﾄ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ3京都府 西澤 秀馬

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ4三重県 後藤 豪斗

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ82:22 京都府 初田 武駿 畑 翔太郎

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ4京都府 増井 直生

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101:43 三重県 今田勇之介 初田 武駿

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ8三重県 畑 翔太郎

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ京都府

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ三重県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ京都府

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/三重県

2P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ三重県

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ3京都府 西澤 秀馬

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ三重県

永退替有/その他6:45 三重県 藤井 普雅

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ9三重県 谷 建吾

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ36:1 京都府 西澤 秀馬 山田 凪航

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ75:57 0-1京都府 渡邉 太陽

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/三重県

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ4京都府 増井 直生

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ94:45 1-1三重県 谷 建吾

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ64:19 1-2京都府 藤原 蔵斗

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ三重県

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ4京都府 増井 直生

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ三重県

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ4京都府 増井 直生

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ7三重県 相原 悠汰

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ三重県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/京都府

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ7三重県 相原 悠汰

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ9三重県 谷 建吾

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ4京都府 増井 直生

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ7三重県 相原 悠汰

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ40:18 1-3京都府 増井 直生

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ3三重県 山田 凪航

3P

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ7三重県 相原 悠汰

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ3京都府 西澤 秀馬

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ三重県

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ7京都府 渡邉 太陽

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ8三重県 畑 翔太郎

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ京都府

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ85:54 三重県 畑 翔太郎 初田 武駿

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ三重県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ京都府

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ8三重県 畑 翔太郎

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ8京都府 初田 武駿

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ三重県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ京都府

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ三重県

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ8京都府 初田 武駿

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ三重県

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8三重県 畑 翔太郎

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ京都府

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ三重県

5mｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ80:32 1-4京都府 初田 武駿

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/三重県

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ7京都府 渡邉 太陽

4P

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ6三重県 長田 紳

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ77:16 京都府 渡邉 太陽 今田勇之介

ﾀｲﾑｱｳﾄ/7:16 京都府

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ4京都府 増井 直生

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ66:51 三重県 長田 紳 増井 直生

ﾀｲﾑｱｳﾄ/6:50 三重県

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ9三重県 谷 建吾

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ7三重県 相原 悠汰

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ85:56 1-5京都府 初田 武駿

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ7三重県 相原 悠汰

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/京都府

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ7三重県 相原 悠汰

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ2京都府 井上 晴登

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ54:20 2-5三重県 藤田 瑳騰

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ8京都府 初田 武駿

ｶｳﾝﾀｰ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ7三重県 相原 悠汰

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ京都府

5mｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ5三重県 藤田 瑳騰

退水誘発/その他72:31 京都府 渡邉 太陽 藤田 瑳騰

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ42:16 2-6京都府 増井 直生

ﾀｲﾑｱｳﾄ/2:16 三重県

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ2三重県 中野 太智

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ8京都府 初田 武駿

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ4三重県 後藤 豪斗

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ4京都府 増井 直生

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ三重県

ﾀｲﾑｱｳﾄ/0:19 京都府

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ京都府

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ70:4 3-6三重県 相原 悠汰

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ7京都府 渡邉 太陽

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. 192017.9.13
アクアパレットまつやま特設プール

第72回国民体育大会水泳（水球）競技 東京都 2 10323

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

鹿児島県 114 421審 判: 森林 森下・

1P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鹿児島県

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ47:22 東京都 五味原 魁 東 耕平

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ8東京都 熊谷 泰人

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ7東京都 矢作 大河

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ5鹿児島県 芝 大貴

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ東京都

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ96:12 0-1鹿児島県 田村 瑞希

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ85:59 1-1東京都 熊谷 泰人

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ95:45 1-2鹿児島県 田村 瑞希

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京都

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鹿児島県

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ75:10 東京都 矢作 大河 芝 大貴

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ4東京都 五味原 魁

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ3東京都 織田 悠輔

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ94:27 鹿児島県 田村 瑞希 矢作 大河

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ104:4 1-3鹿児島県 都田 楓我

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京都

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/鹿児島県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京都

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ鹿児島県

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ72:50 東京都 矢作 大河 都田 楓我

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ6東京都 太田 竜浩

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鹿児島県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京都

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ4鹿児島県 木原 息吹

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ41:33 2-3東京都 五味原 魁

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ61:21 鹿児島県 西村 祐亮 太田 竜浩

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ111:13 2-4鹿児島県 長谷川奏太

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ4東京都 五味原 魁

退水誘発/その他0:43 鹿児島県 関屋光次郎

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鹿児島県

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/東京都

2P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鹿児島県

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ57:31 3-4東京都 上村 光紀

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ2鹿児島県 大工町敬太

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ東京都

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鹿児島県

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ96:17 4-4東京都 関屋光次郎

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鹿児島県

退水誘発/その他85:50 東京都 熊谷 泰人 木原 息吹

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京都

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ鹿児島県

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ4東京都 五味原 魁

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ鹿児島県

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ84:22 東京都 熊谷 泰人 西村 祐亮

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ2東京都 浅見 真斗

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ鹿児島県

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ4東京都 五味原 魁

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ53:21 4-5鹿児島県 芝 大貴

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ103:5 5-5東京都 田中 博也

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鹿児島県

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ7東京都 矢作 大河

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ32:28 東京都 織田 悠輔 都田 楓我

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京都

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ9鹿児島県 田村 瑞希

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ2東京都 浅見 真斗

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ4鹿児島県 木原 息吹

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ5東京都 上村 光紀

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鹿児島県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京都

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ3鹿児島県 東 耕平

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ5東京都 上村 光紀

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/鹿児島県

3P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鹿児島県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京都

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鹿児島県

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ97:2 東京都 関屋光次郎 加藤 大空

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京都

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ5鹿児島県 芝 大貴

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ86:9 東京都 熊谷 泰人 木原 息吹

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ45:59 6-5東京都 五味原 魁

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鹿児島県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ東京都

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ94:55 6-6鹿児島県 田村 瑞希

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ10東京都 田中 博也

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ11鹿児島県 長谷川奏太

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ44:12 東京都 五味原 魁 東 耕平

ﾀｲﾑｱｳﾄ/4:12 東京都

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ83:59 7-6東京都 熊谷 泰人

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ6鹿児島県 西村 祐亮

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ2東京都 浅見 真斗

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鹿児島県

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ7東京都 矢作 大河

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ62:23 7-7鹿児島県 西村 祐亮

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京都

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ9鹿児島県 田村 瑞希

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ2東京都 浅見 真斗

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ3鹿児島県 東 耕平

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ2東京都 浅見 真斗

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京都

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/鹿児島県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京都

4P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鹿児島県

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ4東京都 五味原 魁

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ鹿児島県

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ86:34 東京都 熊谷 泰人 長谷川奏太

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ46:28 8-7東京都 五味原 魁

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ25:57 8-8鹿児島県 大工町敬太

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/東京都

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鹿児島県

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ64:57 東京都 太田 竜浩 東 耕平

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ4東京都 五味原 魁

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鹿児島県

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ74:9 東京都 矢作 大河 西村 祐亮

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ7東京都 矢作 大河

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ73:31 9-8東京都 矢作 大河

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ4鹿児島県 木原 息吹

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ92:58 鹿児島県 田村 瑞希 五味原 魁

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ92:46 9-9鹿児島県 田村 瑞希

ｲｴﾛｰｶｰﾄﾞ/2:46 東京都

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京都

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鹿児島県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京都

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ5鹿児島県 芝 大貴

ﾀｲﾑｱｳﾄ/1:33 鹿児島県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ鹿児島県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京都

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ90:45 9-10鹿児島県 田村 瑞希

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京都

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ100:27 9-11鹿児島県 都田 楓我

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. 192017.9.13
アクアパレットまつやま特設プール

第72回国民体育大会水泳（水球）競技 東京都 2 10323

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

鹿児島県 114 421審 判: 森林 森下・

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ8東京都 熊谷 泰人

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ鹿児島県

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ100:4 10-11東京都 田中 博也

ｲﾚｰｶﾞﾙﾀｲﾑｱｳﾄ/0:4 東京都

Pｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ7鹿児島県 加藤 大空

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/東京都

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. 202017.9.13
アクアパレットまつやま特設プール

第72回国民体育大会水泳（水球）競技 石川県 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

埼玉県 144 253審 判: 槇橋 折笠・

1P

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ11埼玉県 鈴木 透生

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ9石川県 宮澤 拓夢

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ埼玉県

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ10石川県 嶋本 和真

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ76:35 0-1埼玉県 河村 暖

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ石川県

5mｼｭｰﾄ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ7埼玉県 河村 暖

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ石川県

P誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ115:15 埼玉県 鈴木 透生 嶋本 和真

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ115:15 0-2埼玉県 鈴木 透生

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ94:58 石川県 宮澤 拓夢 舘 飛雄馬

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ104:39 1-2石川県 嶋本 和真

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ34:26 1-3埼玉県 風間 宥哉

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ94:16 2-3石川県 宮澤 拓夢

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ43:35 2-4埼玉県 新藤 凌太

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ73:13 3-4石川県 蔦 奎弥

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ3埼玉県 風間 宥哉

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ8石川県 原 宏斗

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ5石川県 山本 樹

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ92:22 石川県 宮澤 拓夢 新藤 凌太

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ102:7 4-4石川県 嶋本 和真

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ7埼玉県 河村 暖

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ7石川県 蔦 奎弥

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ埼玉県

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ100:56 5-4石川県 嶋本 和真

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ埼玉県

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ90:16 6-4石川県 宮澤 拓夢

5mｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ7埼玉県 河村 暖

退水誘発/その他0:1 埼玉県 山本 樹

2P

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117:20 埼玉県 鈴木 透生 蔦 奎弥

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ117:10 6-5埼玉県 鈴木 透生

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ7石川県 蔦 奎弥

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ埼玉県

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ5石川県 山本 樹

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ11埼玉県 鈴木 透生

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ95:54 7-5石川県 宮澤 拓夢

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ9埼玉県 青山 直輝

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ85:18 8-5石川県 原 宏斗

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ埼玉県

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ9石川県 宮澤 拓夢

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/ﾎﾞｰﾙ埼玉県

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42:40 埼玉県 新藤 凌太 蔦 奎弥

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ112:20 8-6埼玉県 鈴木 透生

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ72:9 9-6石川県 蔦 奎弥

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ5埼玉県 小林 駿

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ6埼玉県 舘 飛雄馬

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ7埼玉県 河村 暖

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ4石川県 岡田 遼

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ6埼玉県 舘 飛雄馬

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ5石川県 山本 樹

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ70:56 9-7埼玉県 河村 暖

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ9石川県 宮澤 拓夢

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ11埼玉県 鈴木 透生

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/ｱｳﾄ1石川県 新藤 智大

3P

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ5埼玉県 小林 駿

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ石川県

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ4埼玉県 新藤 凌太

退水誘発/その他106:28 石川県 嶋本 和真 青山 直輝

ﾀｲﾑｱｳﾄ/6:28 石川県

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ5石川県 山本 樹

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ116:0 埼玉県 鈴木 透生 宮澤 拓夢

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ55:55 9-8埼玉県 小林 駿

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ7石川県 蔦 奎弥

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ55:25 9-9埼玉県 小林 駿

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ5石川県 山本 樹

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ8石川県 原 宏斗

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ埼玉県

5mｼｭｰﾄ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ7石川県 蔦 奎弥

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ54:8 9-10埼玉県 小林 駿

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ8石川県 原 宏斗

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ43:23 9-11埼玉県 新藤 凌太

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ83:6 10-11石川県 原 宏斗

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/埼玉県

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ22:40 石川県 髙橋 倫 鈴木 透生

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/ﾎﾞｰﾙ埼玉県

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ2石川県 髙橋 倫

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ埼玉県

5mｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ2石川県 髙橋 倫

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

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ9埼玉県 青山 直輝

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ90:1 10-12埼玉県 青山 直輝

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/石川県

4P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ埼玉県

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ2石川県 髙橋 倫

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ8石川県 原 宏斗

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ埼玉県

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ8石川県 原 宏斗

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ8石川県 原 宏斗

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ埼玉県

退水誘発/その他75:53 石川県 蔦 奎弥 鈴木 透生

退水誘発/その他115:53 埼玉県 鈴木 透生 蔦 奎弥

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ105:37 11-12石川県 嶋本 和真

ﾚｯﾄﾞｶｰﾄﾞ/5:37 埼玉県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ埼玉県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ石川県

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ4埼玉県 新藤 凌太

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44:4 11-13埼玉県 新藤 凌太

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ10石川県 嶋本 和真

5mｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ73:20 11-14埼玉県 河村 暖

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ石川県

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ埼玉県

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ52:30 12-14石川県 山本 樹

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/埼玉県

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ4石川県 岡田 遼

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ埼玉県

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ91:29 石川県 宮澤 拓夢 新藤 凌太

ﾀｲﾑｱｳﾄ/1:29 石川県

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ4石川県 岡田 遼

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ9石川県 宮澤 拓夢

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5石川県 山本 樹

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. 202017.9.13
アクアパレットまつやま特設プール

第72回国民体育大会水泳（水球）競技 石川県 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

埼玉県 144 253審 判: 槇橋 折笠・

ﾀｲﾑｱｳﾄ/0:38 埼玉県

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ11埼玉県 鈴木 透生

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ9石川県 宮澤 拓夢

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ11埼玉県 鈴木 透生

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


