
Game No. 192018.8.20
三重交通Ｇ スポーツの杜 鈴鹿 水泳場

平成30年度全国高校総体（水球競技） 埼玉栄 3 12135

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

明大中野 135 134審 判: 井上 山崎・

1P

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ67:40 0-1明大中野 熊谷  泰人

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ埼玉栄

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ56:56 0-2明大中野 眞板  悠貴

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ埼玉栄

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/明大中野

ｶｳﾝﾀｰ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ4埼玉栄 藤井 渉

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ明大中野

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ埼玉栄

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ44:59 0-3明大中野 関屋  光次郎

5mｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ24:37 1-3埼玉栄 今 雄斗

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ明大中野

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ7埼玉栄 太田 剣弥

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ明大中野

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/埼玉栄

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ53:37 1-4明大中野 眞板  悠貴

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ123:20 2-4埼玉栄 田谷 浩紀

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ23:0 2-5明大中野 太田  竜浩

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ埼玉栄

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/明大中野

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ42:1 3-5埼玉栄 藤井 渉

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ71:49 明大中野 矢作 大河 中山 弘翔

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ明大中野

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ埼玉栄

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ明大中野

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ埼玉栄

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ明大中野

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ4埼玉栄 藤井 渉

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ11明大中野 遠藤  凌吾

2P

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ67:40 3-6明大中野 熊谷  泰人

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ4埼玉栄 藤井 渉

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ6明大中野 熊谷  泰人

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ96:45 埼玉栄 田中 愼太郎 関屋  光次郎

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ2埼玉栄 今 雄斗

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ76:28 4-6埼玉栄 太田 剣弥

5mｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ5明大中野 眞板  悠貴

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/埼玉栄

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ55:45 明大中野 眞板  悠貴 藤井 渉

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ125:39 4-7明大中野 狹間  俊至

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ35:22 5-7埼玉栄 大村 洸瑠

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ6明大中野 熊谷  泰人

P誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ64:52 埼玉栄 中山 弘翔 関屋  光次郎

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ44:51 6-7埼玉栄 藤井 渉

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ7明大中野 矢作 大河

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ6埼玉栄 中山 弘翔

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ7明大中野 矢作 大河

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ埼玉栄

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ113:0 6-8明大中野 遠藤  凌吾

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ埼玉栄

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ72:19 6-9明大中野 矢作 大河

ﾀｲﾑｱｳﾄ/2:19 埼玉栄

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/埼玉栄

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ5明大中野 眞板  悠貴

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ71:37 7-9埼玉栄 太田 剣弥

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ3明大中野 富永  大貴

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ20:54 8-9埼玉栄 今 雄斗

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ6明大中野 熊谷  泰人

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ60:32 埼玉栄 中山 弘翔 熊谷  泰人

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ2埼玉栄 今 雄斗

ﾀｲﾑｱｳﾄ/0:3 明大中野

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ明大中野

3P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ明大中野

P誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ67:24 埼玉栄 中山 弘翔 太田  竜浩

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ47:22 9-9埼玉栄 藤井 渉

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ66:54 9-10明大中野 熊谷  泰人

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ3埼玉栄 大村 洸瑠

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ明大中野

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ埼玉栄

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ明大中野

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ2埼玉栄 今 雄斗

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ75:14 明大中野 矢作 大河 今 雄斗

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ54:54 9-11明大中野 眞板  悠貴

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ埼玉栄

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ5明大中野 眞板  悠貴

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ明大中野

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ4埼玉栄 藤井 渉

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ埼玉栄

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ11明大中野 遠藤  凌吾

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ63:4 10-11埼玉栄 中山 弘翔

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ7明大中野 矢作 大河

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ102:34 埼玉栄 針谷 晴人 越智  大介

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ4埼玉栄 藤井 渉

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ8明大中野 越智  大介

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/埼玉栄

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ明大中野

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ31:23 埼玉栄 大村 洸瑠 太田  竜浩

ﾀｲﾑｱｳﾄ/1:23 埼玉栄

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ71:10 11-11埼玉栄 太田 剣弥

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ明大中野

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ埼玉栄

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ7明大中野 矢作 大河

P誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ50:19 明大中野 眞板  悠貴 大村 洸瑠

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ50:17 11-12明大中野 眞板  悠貴

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ2埼玉栄 今 雄斗

4P

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ3明大中野 富永  大貴

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ2埼玉栄 今 雄斗

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/明大中野

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/埼玉栄

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ66:32 明大中野 熊谷  泰人 中山 弘翔

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ3明大中野 富永  大貴

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ66:7 11-13明大中野 熊谷  泰人

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ埼玉栄

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ7明大中野 矢作 大河

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ埼玉栄

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ9明大中野 渡邊 十雅

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ6埼玉栄 中山 弘翔

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ明大中野

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ埼玉栄

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ5明大中野 眞板  悠貴

ﾀｲﾑｱｳﾄ/3:13 埼玉栄

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ埼玉栄

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ5明大中野 眞板  悠貴

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/埼玉栄

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ3明大中野 富永  大貴

5mｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ22:30 12-13埼玉栄 今 雄斗

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ6明大中野 熊谷  泰人

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ2埼玉栄 今 雄斗

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ明大中野

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ埼玉栄

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ70:39 明大中野 矢作 大河 藤井 渉

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ7明大中野 矢作 大河

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. 192018.8.20
三重交通Ｇ スポーツの杜 鈴鹿 水泳場

平成30年度全国高校総体（水球競技） 埼玉栄 3 12135

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

明大中野 135 134審 判: 井上 山崎・

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/埼玉栄

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. 202018.8.20
三重交通Ｇ スポーツの杜 鈴鹿 水泳場

平成30年度全国高校総体（水球競技） 金沢市工 7 20454

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

秀明英光 63 021審 判: 福元 佐藤・

1P

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ97:36 金沢市工 宮澤 拓夢 小見 晴人

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ2金沢市工 浦 至児

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ8金沢市工 原 宏斗

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ3秀明英光 小見 晴人

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ36:37 1-0金沢市工 笠間 栄佑

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ66:28 秀明英光 千歳 龍人 笠間 栄佑

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ66:15 1-1秀明英光 千歳 龍人

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ95:58 2-1金沢市工 宮澤 拓夢

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ秀明英光

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ85:36 金沢市工 原 宏斗 江利川 宝

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ55:10 3-1金沢市工 新田 一平

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ秀明英光

5mｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ84:16 4-1金沢市工 原 宏斗

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ3秀明英光 小見 晴人

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ93:39 5-1金沢市工 宮澤 拓夢

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ2秀明英光 江利川 宝

退水誘発/ﾌﾘｰｽﾛｰ妨害92:59 金沢市工 宮澤 拓夢 小見 晴人

ﾀｲﾑｱｳﾄ/2:59 金沢市工

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ82:43 6-1金沢市工 原 宏斗

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ42:24 秀明英光 後藤 安滋 原 宏斗

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ7秀明英光 青山 元輝

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ22:0 7-1金沢市工 浦 至児

ﾀｲﾑｱｳﾄ/2:0 秀明英光

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ6秀明英光 千歳 龍人

5mｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ111:31 7-2秀明英光 中村 大智

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/金沢市工

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ秀明英光

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ3金沢市工 笠間 栄佑

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ70:29 秀明英光 青山 元輝 佐賀 泰

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ60:12 7-3秀明英光 千歳 龍人

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ金沢市工

2P

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ97:42 8-3金沢市工 宮澤 拓夢

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ秀明英光

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ金沢市工

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ7秀明英光 青山 元輝

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ金沢市工

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ秀明英光

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ96:21 9-3金沢市工 宮澤 拓夢

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ46:5 9-4秀明英光 後藤 安滋

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ金沢市工

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ4秀明英光 後藤 安滋

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ7金沢市工 嶋本 和真

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ7秀明英光 青山 元輝

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ金沢市工

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ秀明英光

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ9金沢市工 宮澤 拓夢

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93:18 10-4金沢市工 宮澤 拓夢

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ秀明英光

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ92:38 11-4金沢市工 宮澤 拓夢

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ7秀明英光 青山 元輝

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ6秀明英光 千歳 龍人

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ9金沢市工 宮澤 拓夢

5mｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ7秀明英光 青山 元輝

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ4秀明英光 後藤 安滋

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ8金沢市工 原 宏斗

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ4秀明英光 後藤 安滋

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ金沢市工

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ秀明英光

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ7金沢市工 嶋本 和真

3P

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ11秀明英光 中村 大智

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ9金沢市工 宮澤 拓夢

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ11秀明英光 中村 大智

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ56:42 12-4金沢市工 新田 一平

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ秀明英光

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ金沢市工

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ11秀明英光 中村 大智

退水誘発/その他95:45 金沢市工 宮澤 拓夢 中塚 慶

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ95:44 13-4金沢市工 宮澤 拓夢

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ2秀明英光 江利川 宝

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/金沢市工

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ35:9 秀明英光 小見 晴人 笠間 栄佑

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ115:5 13-5秀明英光 中村 大智

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/金沢市工

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ114:26 13-6秀明英光 中村 大智

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ94:11 金沢市工 宮澤 拓夢 江利川 宝

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ93:51 14-6金沢市工 宮澤 拓夢

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ秀明英光

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ5金沢市工 新田 一平

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ83:8 金沢市工 原 宏斗 中村 大智

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ82:55 15-6金沢市工 原 宏斗

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ2秀明英光 江利川 宝

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ8金沢市工 原 宏斗

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ秀明英光

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ8金沢市工 原 宏斗

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ秀明英光

ｶｳﾝﾀｰ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ4金沢市工 佐賀 泰

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ8金沢市工 原 宏斗

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ2秀明英光 江利川 宝

ﾀｲﾑｱｳﾄ/0:37 金沢市工

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ90:29 金沢市工 宮澤 拓夢 江利川 宝

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ80:17 16-6金沢市工 原 宏斗

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ3秀明英光 小見 晴人

4P

GK交代/138:0 金沢市工 西森 郁未

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ3秀明英光 小見 晴人

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/金沢市工

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ4秀明英光 後藤 安滋

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ金沢市工

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ7秀明英光 青山 元輝

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ56:48 金沢市工 新田 一平 中村 大智

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ56:29 17-6金沢市工 新田 一平

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ3秀明英光 小見 晴人

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ金沢市工

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ7秀明英光 青山 元輝

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ45:41 18-6金沢市工 佐賀 泰

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ35:28 秀明英光 小見 晴人 宮澤 希望

退水誘発/その他105:18 秀明英光 角野 凛斗 石野 駿輔

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ4秀明英光 後藤 安滋

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ54:50 金沢市工 新田 一平 小見 晴人

ﾀｲﾑｱｳﾄ/4:50 金沢市工

GK交代/14:50 金沢市工 三谷 有輝

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ5金沢市工 新田 一平

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ34:21 19-6金沢市工 笠間 栄佑

5mｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ6秀明英光 千歳 龍人

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ秀明英光

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ金沢市工

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ11秀明英光 中村 大智

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ9金沢市工 宮澤 拓夢

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ秀明英光

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ92:42 20-6金沢市工 宮澤 拓夢

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. 202018.8.20
三重交通Ｇ スポーツの杜 鈴鹿 水泳場

平成30年度全国高校総体（水球競技） 金沢市工 7 20454

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

秀明英光 63 021審 判: 福元 佐藤・

退水誘発/その他42:21 秀明英光 後藤 安滋 原 宏斗

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ7秀明英光 青山 元輝

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ金沢市工

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ71:22 秀明英光 青山 元輝 宮澤 拓夢

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ9秀明英光 コップ 晴斗

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ2金沢市工 浦 至児

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ7秀明英光 青山 元輝

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ2金沢市工 浦 至児

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




