
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

1 8313

123 612
Game No. 12020/10/29

東京辰巳国際水泳場

第96回日本選手権水泳競技大会 水球競技 藤村

ブルボンＷＰＣ柏崎審 判: 齋藤夏輝 潮崎正一・

1P

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/18:0 藤村 鈴木 咲子

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/18:0 ブルボンＷ 宮川 華音

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/なし38:0 藤村 川口 海央

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/取得28:0 ブルボンＷ 梅村 香穂

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ47:35 ブルボンＷ 小出 未来 川口 海央

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ27:31 0-1ブルボンＷ 梅村 香穂

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ3藤村 川口 海央

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑブルボンＷ

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ6:32 藤村 今村 花

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ86:3 ブルボンＷ 井上 すず

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ35:37 1-1藤村 川口 海央

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ25:28 ブルボンＷ 梅村 香穂 有馬 優美

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ25:21 1-2ブルボンＷ 梅村 香穂

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ5藤村 相良 和音

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ10ブルボンＷ 今村 花

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ藤村

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙブルボンＷ

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ藤村

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ103:11 1-3ブルボンＷ 今村 花

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ藤村 長谷川 陽子

退水誘発/ｶｳﾝﾀｰ42:55 ブルボンＷ 小出 未来 今野 瑞葵

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙブルボンＷ 奥田 麗

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ62:29 藤村 菅野 優美 長谷川 雛子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ藤村

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑブルボンＷ

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ41:37 藤村 奥田 麗

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ1:29 藤村 小出 未来

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ41:16 ブルボンＷ 小出 未来 立川 直喜

ﾌﾘｰｽﾛｰ直接/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)10ブルボンＷ 今村 花

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ11藤村 今野 瑞葵 今村 花

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ藤村

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙブルボンＷ

藤村

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/

2P

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/1藤村 鈴木 咲子

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/18:0 ブルボンＷ 宮川 華音

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/なし28:0 藤村 有馬 優美

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/取得38:0 ブルボンＷ 前野 理緒

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙブルボンＷ

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ47:25 2-3藤村 奥田 麗

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ47:8 2-4ブルボンＷ 小出 未来

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ26:54 藤村 有馬 優美 梅村 香穂

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ3藤村 川口 海央

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙブルボンＷ

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)9藤村 立川 直喜

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ藤村

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ4ブルボンＷ 小出 未来

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ5藤村 相良 和音

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ3ブルボンＷ 前野 理緒

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ24:8 3-4藤村 有馬 優美

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ43:52 ブルボンＷ 小出 未来 吉井 志織

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ4ブルボンＷ 小出 未来

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)2藤村 有馬 優美

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ73:1 3-5ブルボンＷ 長谷川 陽子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ藤村 今村 花

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙブルボンＷ 奥田 麗

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ藤村

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ71:56 ブルボンＷ 長谷川 陽子 今野 瑞葵

ﾀｲﾑｱｳﾄ/1:54 ブルボンＷ

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑブルボンＷ

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ2藤村 有馬 優美

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ藤村

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ8ブルボンＷ 井上 すず 有馬 優美

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ30:5 4-5藤村 川口 海央

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ10ブルボンＷ 今村 花

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/

3P

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/18:0 藤村 鈴木 咲子

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/18:0 ブルボンＷ 宮川 華音

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/取得28:0 藤村 有馬 優美

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/なし28:0 ブルボンＷ 梅村 香穂

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)11藤村 今野 瑞葵

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙブルボンＷ

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ26:58 藤村 有馬 優美 梅村 香穂

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ藤村 梅村 香穂

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ46:18 4-6ブルボンＷ 小出 未来

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ66:6 藤村 菅野 優美 長谷川 雛子

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)5藤村 相良 和音

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ8ブルボンＷ 井上 すず

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ95:0 5-6藤村 立川 直喜

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙブルボンＷ

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ4藤村 奥田 麗

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙブルボンＷ

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ5藤村 相良 和音

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙブルボンＷ

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ藤村 井上 すず

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙブルボンＷ

ﾌﾘｰｽﾛｰ直接/ｱｳﾄ(ﾐｽ)9藤村 立川 直喜

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)7ブルボンＷ 長谷川 陽子

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ21:28 藤村 有馬 優美 小出 未来

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ3藤村 川口 海央

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙブルボンＷ 奥田 麗

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ藤村 長谷川 陽子

ブルボンＷ

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/

4P

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/18:0 藤村 鈴木 咲子

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/18:0 ブルボンＷ 宮川 華音

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/取得28:0 藤村 有馬 優美

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/なし8:0 ブルボンＷ 川口 海央

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)5藤村 相良 和音

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ47:20 5-7ブルボンＷ 小出 未来

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ6:59 藤村

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ46:38 ブルボンＷ 小出 未来 立川 直喜

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙブルボンＷ

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ藤村 新藤 汐砂

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ75:53 5-8ブルボンＷ 長谷川 陽子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ5:45 藤村 前野 理緒

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ65:16 ブルボンＷ 新藤 汐砂

ﾀｲﾑｱｳﾄ/5:14 藤村

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ藤村 長谷川 雛子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ4:45 ブルボンＷ 相良 和音

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)34:19 藤村 川口 海央

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)104:5 ブルボンＷ 今村 花

製作：（公財）日本水泳連盟水球委員会 (C) 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

1 8313

123 612
Game No. 12020.10.29

東京辰巳国際水泳場

第96回日本選手権水泳競技大会 水球競技 藤村

ブルボンＷＰＣ柏崎審 判: 齋藤夏輝 潮崎正一・

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)43:46 藤村 奥田 麗

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ53:18 ブルボンＷ 長谷川 雛子

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ33:9 5-9ブルボンＷ 前野 理緒

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ102:51 藤村 小林 菜桜子 前野 美月

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ102:36 6-9藤村 小林 菜桜子

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ22:16 ブルボンＷ 梅村 香穂 奥田 麗

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ51:58 6-10ブルボンＷ 長谷川 雛子

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ21:43 7-10藤村 有馬 優美

GK交代/131:43 ブルボンＷ 渡邉 あかね

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)101:26 ブルボンＷ 今村 花

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ41:11 8-10藤村 奥田 麗

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ2ブルボンＷ 梅村 香穂

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ20:50 8-11ブルボンＷ 梅村 香穂

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ0:36 藤村 長谷川 雛子

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ40:11 ブルボンＷ 小出 未来 有馬 優美

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ20:9 8-12ブルボンＷ 梅村 香穂

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ20:2 藤村 有馬 優美

ブルボンＷ

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/

製作：（公財）日本水泳連盟水球委員会 (C) 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

1 12344

92 322
Game No. 22020/10/29

東京辰巳国際水泳場

第96回日本選手権水泳競技大会 水球競技 東京女子体育大学

稲泳会審 判: 津崎明日美 森林和三・

1P

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/18:0 東京女子 野田 茉波

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/138:0 稲泳会 石山 佳乃

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/取得98:0 東京女子 角田 楓佳

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/なし48:0 稲泳会 徳用 万里奈

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ4東京女子 和多田 飛鳥

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ47:10 稲泳会 徳用 万里奈

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ6:53 東京女子 徳用 万里奈

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ6:37 稲泳会

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ6:8 東京女子

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ45:47 0-1稲泳会 徳用 万里奈

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)85:17 東京女子 吉澤 クララ

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ5:3 稲泳会 山井 裕加

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ64:47 東京女子 山井 裕加 大竹 いこい

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)9東京女子 角田 楓佳

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ3:56 稲泳会

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ83:46 1-1東京女子 吉澤 クララ

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ稲泳会 和多田 飛鳥

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ3東京女子 森下 真帆

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ稲泳会

退水誘発/ﾌｨｰﾙﾄﾞ42:38 東京女子 和多田 飛鳥 塗師 葵

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ東京女子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ1:51 稲泳会 山本 悠

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)21:39 東京女子 北村 江梨

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ111:27 1-2稲泳会 大竹 いこい

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ1:0 東京女子 榎本 有希

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ0:50 稲泳会

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ40:39 東京女子 和多田 飛鳥

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ40:12 稲泳会 徳用 万里奈

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)30:1 東京女子 森下 真帆

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/

2P

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/18:0 東京女子 野田 茉波

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/138:0 稲泳会 石山 佳乃

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/取得98:0 東京女子 角田 楓佳

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/なし8:0 稲泳会 和多田 飛鳥

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ7:36 東京女子 徳用 万里奈

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ稲泳会

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)86:42 東京女子 吉澤 クララ

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ6:12 稲泳会 山﨑 千夢

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ66:5 2-2東京女子 山井 裕加

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ5:41 稲泳会 野田 茉波

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ4東京女子 和多田 飛鳥

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)64:57 稲泳会 塗師 葵

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)44:39 東京女子 和多田 飛鳥

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ34:21 2-3稲泳会 菅野 瑛生

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ63:58 3-3東京女子 山井 裕加

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ稲泳会

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ東京女子

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ112:40 3-4稲泳会 大竹 いこい

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ2:20 東京女子 大竹 いこい

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ61:57 稲泳会 塗師 葵

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ1:42 東京女子 小泉 まお

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)61:17 稲泳会 塗師 葵

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ81:1 4-4東京女子 吉澤 クララ

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ30:32 稲泳会 菅野 瑛生

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ80:22 5-4東京女子 吉澤 クララ

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ40:4 稲泳会 徳用 万里奈

稲泳会

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/

3P

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/18:0 東京女子 野田 茉波

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/138:0 稲泳会 石山 佳乃

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/取得98:0 東京女子 角田 楓佳

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/なし98:0 稲泳会 渋谷 紗代

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ77:37 東京女子 久内 友理恵 渋谷 紗代

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ27:30 6-4東京女子 北村 江梨

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ7:8 稲泳会 山﨑 千夢

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)46:44 東京女子 和多田 飛鳥

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ36:32 6-5稲泳会 菅野 瑛生

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ東京女子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ稲泳会 角田 楓佳

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ25:40 東京女子 北村 江梨

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ105:16 6-6稲泳会 土屋 セナ

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ105:1 東京女子 山﨑 千夢 大竹 いこい

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ6東京女子 山井 裕加

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ104:58 7-6東京女子 山﨑 千夢

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ4:33 稲泳会 和多田 飛鳥

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ94:13 東京女子 角田 楓佳

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ3:48 稲泳会 和多田 飛鳥

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ83:35 8-6東京女子 吉澤 クララ

退水誘発/ﾌｨｰﾙﾄﾞ103:10 稲泳会 土屋 セナ 森下 真帆

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ稲泳会 北村 江梨

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ東京女子

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ92:14 稲泳会 渋谷 紗代

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ41:57 東京女子 和多田 飛鳥 塗師 葵

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ41:40 東京女子 和多田 飛鳥

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ稲泳会

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ31:15 東京女子 森下 真帆 渋谷 紗代

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ40:59 9-6東京女子 和多田 飛鳥

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ稲泳会 笹木 亜弥花

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ80:12 東京女子 吉澤 クララ 徳用 万里奈

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)120:1 東京女子 笹木 亜弥花

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/

4P

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/18:0 東京女子 野田 茉波

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/138:0 稲泳会 石山 佳乃

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/取得98:0 東京女子 角田 楓佳

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/なし108:0 稲泳会 土屋 セナ

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ107:40 10-6東京女子 山﨑 千夢

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)97:12 稲泳会 渋谷 紗代

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ26:47 11-6東京女子 北村 江梨

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ6:23 稲泳会 山本 悠

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ6:8 東京女子 小泉 まお

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ95:52 11-7稲泳会 渋谷 紗代

GK交代/135:52 東京女子 吉田 和希

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京女子

退水誘発/ｶｳﾝﾀｰ95:21 稲泳会 渋谷 紗代 山井 裕加

ﾀｲﾑｱｳﾄ/5:21 稲泳会

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)95:3 稲泳会 渋谷 紗代

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京女子 大竹 いこい

P誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ44:25 稲泳会 徳用 万里奈 北村 江梨

ﾍﾟﾅﾙﾃｨ/ｺﾞｰﾙｲﾝ104:25 11-8稲泳会 土屋 セナ

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ4:10 東京女子 徳用 万里奈

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ63:42 稲泳会 塗師 葵

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ33:28 東京女子 森下 真帆

製作：（公財）日本水泳連盟水球委員会 (C) 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

1 12344

92 322
Game No. 22020.10.29

東京辰巳国際水泳場

第96回日本選手権水泳競技大会 水球競技 東京女子体育大学

稲泳会審 判: 津崎明日美 森林和三・

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ63:18 11-9稲泳会 塗師 葵

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京女子

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)3稲泳会 菅野 瑛生

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ2:9 東京女子 大竹 いこい

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ1:42 稲泳会 角田 楓佳

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)91:30 東京女子 角田 楓佳

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ91:6 稲泳会 渋谷 紗代

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ90:52 東京女子 角田 楓佳

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ4稲泳会 徳用 万里奈

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ60:22 12-9東京女子 山井 裕加

稲泳会

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/

製作：（公財）日本水泳連盟水球委員会 (C) 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

0 1010

275 7411
Game No. 32020/10/29

東京辰巳国際水泳場

第96回日本選手権水泳競技大会 水球競技 NSSU WPC

秀明大学水球クラブ審 判: 宇田川佑里 山﨑昇・

1P

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/18:0 NSSU 田中 光

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/18:0 秀明大学 塩谷 南美

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/なし88:0 NSSU 三上 花菜

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/取得58:0 秀明大学 野呂 美咲季

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ67:43 0-1秀明大学 稲場 朱里

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙNSSU 野呂 美咲季

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ6:55 秀明大学

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ6:35 NSSU 鈴木 琴莉

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)66:20 秀明大学 稲場 朱里

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)36:1 NSSU 中田 萌

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)45:47 秀明大学 鈴木 琴莉

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ5:35 秀明大学 若狭 有咲

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ5:20 NSSU 坂上 千明

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ秀明大学 田中 光

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ5:2 NSSU

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)34:50 秀明大学 坂上 千明

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ4:20 NSSU 坂上 千明

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ4:10 秀明大学 田中 光

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ3:51 NSSU 坂上 千明

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ3:49 秀明大学 若狭 有咲

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ3:43 NSSU 坂上 千明

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ43:26 0-2秀明大学 鈴木 琴莉

退水誘発/その他113:4 NSSU 谷口 紫 稲場 朱里

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ112:52 NSSU 谷口 紫

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ42:36 0-3秀明大学 鈴木 琴莉

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ2:21 NSSU 鈴木 琴莉

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ82:7 0-4秀明大学 寺方 千晶

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)91:49 NSSU 佐々木 花梨

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)51:41 秀明大学 野呂 美咲季

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)61:19 NSSU 若狭 有咲

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ31:5 0-5秀明大学 坂上 千明

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ0:46 NSSU 鈴木 琴莉

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ秀明大学 酒井 優萌

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ0:32 NSSU

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)110:16 秀明大学 井上 萌々

NSSU

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/0:0

2P

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/18:0 NSSU 田中 光

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/18:0 秀明大学 塩谷 南美

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/なし88:0 NSSU 三上 花菜

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/取得108:0 秀明大学 野々村 悠名

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ37:45 0-6秀明大学 坂上 千明

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ7:24 NSSU 野々村 悠名

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ57:17 0-7秀明大学 野呂 美咲季

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ7:3 NSSU 鈴木 琴莉

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ106:53 0-8秀明大学 野々村 悠名

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ6:31 NSSU 野呂 美咲季

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ106:21 0-9秀明大学 野々村 悠名

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ6:12 NSSU 稲場 朱里

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ45:52 秀明大学 鈴木 琴莉

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ5:30 NSSU 岩野 夏帆

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ95:19 0-10秀明大学 岩野 夏帆

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ4:55 NSSU 岩野 夏帆

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ104:44 0-11秀明大学 野々村 悠名

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ4:19 NSSU

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ64:5 秀明大学 稲場 朱里

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ63:56 0-12秀明大学 稲場 朱里

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)93:30 NSSU 佐々木 花梨

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)93:9 秀明大学 岩野 夏帆

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ112:46 NSSU 谷口 紫

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ102:34 0-13秀明大学 野々村 悠名

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ2:17 NSSU 鈴木 琴莉

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ62:4 0-14秀明大学 稲場 朱里

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ1:45 NSSU 鈴木 琴莉

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ101:34 0-15秀明大学 野々村 悠名

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ1:4 NSSU

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ100:55 秀明大学 野々村 悠名 山本 瑛菜

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ40:51 0-16秀明大学 鈴木 琴莉

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ0:39 NSSU 鈴木 琴莉

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ60:27 秀明大学 稲場 朱里

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ0:10 NSSU 坂上 千明

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ90:1 秀明大学 岩野 夏帆

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/0:0

3P

GK交代/138:0 NSSU 大塚 はな

GK交代/138:0 秀明大学 野元 裕世

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/取得88:0 NSSU 三上 花菜

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/なし28:0 秀明大学 栗原 舞

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ7:30 NSSU

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ87:19 秀明大学 寺方 千晶

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ76:59 NSSU 馬瀬戸 菜央

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ6:42 NSSU

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ6:35 秀明大学 大塚 はな

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ6:25 NSSU 寺方 千晶

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ76:16 0-17秀明大学 風間 祐李

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ5:52 NSSU

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)105:38 秀明大学 野々村 悠名

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ5:9 NSSU

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ75:2 秀明大学 風間 祐李

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ4:34 NSSU

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ104:24 0-18秀明大学 野々村 悠名

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ114:11 1-18NSSU 谷口 紫

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)103:58 秀明大学 野々村 悠名

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ3:48 NSSU 寺方 千晶

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ123:20 1-19秀明大学 砂邊 亜衣

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ3:7 NSSU

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)22:57 秀明大学 栗原 舞

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ62:34 NSSU 若狭 有咲

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ32:20 NSSU 中田 萌 風間 祐李

ﾀｲﾑｱｳﾄ/2:19 NSSU

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ112:2 NSSU 谷口 紫

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ91:39 秀明大学 岩野 夏帆

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)31:17 NSSU 中田 萌

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ1:4 秀明大学 大塚 はな

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)110:34 NSSU 谷口 紫

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ110:22 1-20秀明大学 井上 萌々

NSSU

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/0:0

4P

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/138:0 NSSU 大塚 はな

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/138:0 秀明大学 野元 裕世

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/なし38:0 NSSU 中田 萌

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/取得128:0 秀明大学 砂邊 亜衣

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ117:43 1-21秀明大学 井上 萌々

製作：（公財）日本水泳連盟水球委員会 (C) 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

0 1010

275 7411
Game No. 32020.10.29

東京辰巳国際水泳場

第96回日本選手権水泳競技大会 水球競技 NSSU WPC

秀明大学水球クラブ審 判: 宇田川佑里 山﨑昇・

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ7:31 NSSU 栗原 舞

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ57:21 1-22秀明大学 野呂 美咲季

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ7:12 NSSU

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ57:0 秀明大学 野呂 美咲季

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ秀明大学 中田 萌

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ36:40 NSSU 中田 萌 井上 萌々

ﾀｲﾑｱｳﾄ/6:39 NSSU

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ6:30 NSSU

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ126:17 1-23秀明大学 砂邊 亜衣

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ5:59 NSSU 風間 祐李

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ5:40 秀明大学

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ5:17 NSSU 栗原 舞

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ25:7 1-24秀明大学 栗原 舞

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ4:41 NSSU 寺方 千晶

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ124:27 1-25秀明大学 砂邊 亜衣

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ4:10 NSSU 野元 裕世

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ3:56 秀明大学

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ3:30 NSSU 栗原 舞

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ113:20 秀明大学 井上 萌々

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ3:13 秀明大学

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ3:3 NSSU 野々村 悠名

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ112:55 1-26秀明大学 井上 萌々

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ2:33 NSSU 坂上 千明

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ82:17 秀明大学 寺方 千晶 佐々木 花梨

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ82:13 1-27秀明大学 寺方 千晶

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ1:43 NSSU

ﾌﾘｰｽﾛｰ直接/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ101:32 秀明大学 野々村 悠名

退水誘発/その他61:2 NSSU 若狭 有咲 鈴木 琴莉

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ80:43 NSSU 三上 花菜

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ0:23 秀明大学 酒井 優萌

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ0:1 NSSU

0:0 秀明大学

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/0:0

製作：（公財）日本水泳連盟水球委員会 (C) 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

6 20374

90 225
Game No. 42020/10/29

東京辰巳国際水泳場

第96回日本選手権水泳競技大会 水球競技 日体クラブ

秀明八千代水球クラブ審 判: 黒崎千智 梶原洋祐・

1P

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/138:0 日体クラブ 川田代 悠花

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/18:0 秀明八千 渡部 歩美

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/取得48:0 日体クラブ 工藤 恭子

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/なし118:0 秀明八千 小林 鈴々音

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)77:37 日体クラブ 橋田 舞子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ7:12 秀明八千 新澤 由貴

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)66:59 日体クラブ 設楽 ひかる

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)26:53 秀明八千 斎藤 葵

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ76:42 1-0日体クラブ 橋田 舞子

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)36:26 秀明八千 松浦 優花

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ46:12 日体クラブ 工藤 恭子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ5:51 秀明八千

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ35:35 日体クラブ 新澤 由貴 田熊 凪紗

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ75:22 2-0日体クラブ 橋田 舞子

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)114:56 秀明八千 小林 鈴々音

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ4:46 日体クラブ 小林 鈴々音

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ44:32 秀明八千 山本 彩乃

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ4:16 日体クラブ 山本 彩乃

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ3:45 秀明八千 橋田 舞子

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ53:36 3-0日体クラブ 河口 華子

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ23:20 秀明八千 斎藤 葵

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)52:50 日体クラブ 河口 華子

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ22:26 秀明八千 斎藤 葵 設楽 ひかる

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ62:9 日体クラブ 設楽 ひかる 斎藤 葵

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ7日体クラブ 橋田 舞子 山本 彩乃

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ91:53 4-0日体クラブ 檀野 朱里

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ1:40 秀明八千

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ31:33 日体クラブ 新澤 由貴 杉本 華音

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ71:14 5-0日体クラブ 橋田 舞子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ0:55 秀明八千 宮本 好花

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ100:30 6-0日体クラブ 西山 風花

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ0:6 秀明八千 工藤 恭子

日体クラブ

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/0:0

2P

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/138:0 日体クラブ 川田代 悠花

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/18:0 秀明八千 渡部 歩美

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/取得48:0 日体クラブ 工藤 恭子

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/なし118:0 秀明八千 小林 鈴々音

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)37:36 日体クラブ 新澤 由貴

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ27:19 6-1秀明八千 斎藤 葵

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ76:55 日体クラブ 橋田 舞子

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ26:40 秀明八千 斎藤 葵

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)76:12 日体クラブ 橋田 舞子

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ95:50 秀明八千 杉本 華音

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ35:33 日体クラブ 新澤 由貴 松浦 優花

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ5:27 日体クラブ 小林 鈴々音

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ5:0 秀明八千 工藤 恭子

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)104:45 日体クラブ 西山 風花

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ34:24 6-2秀明八千 松浦 優花

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ24:9 7-2日体クラブ 羽角 萌香

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)33:53 秀明八千 松浦 優花

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ3:48 日体クラブ 小林 鈴々音

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ93:35 7-3秀明八千 杉本 華音

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ103:16 8-3日体クラブ 西山 風花

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ32:46 秀明八千 松浦 優花

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ2:32 日体クラブ 杉本 華音

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ2:11 秀明八千 西山 風花

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ121:56 9-3日体クラブ 飯田 鈴可

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ91:42 秀明八千 杉本 華音 檀野 朱里

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ21:30 9-4秀明八千 斎藤 葵

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ51:12 10-4日体クラブ 河口 華子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ1:0 秀明八千 河口 華子

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)20:43 日体クラブ 羽角 萌香

P誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ20:29 秀明八千 斎藤 葵 吉本 萌乃

ﾍﾟﾅﾙﾃｨ/ｺﾞｰﾙｲﾝ20:29 10-5秀明八千 斎藤 葵

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ120:13 日体クラブ 飯田 鈴可

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ10日体クラブ 西山 風花

秀明八千

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/0:0

3P

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/18:0 日体クラブ 三浦 里佳子

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/18:0 秀明八千 渡部 歩美

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/取得48:0 日体クラブ 工藤 恭子

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/なし118:0 秀明八千 小林 鈴々音

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ67:35 11-5日体クラブ 設楽 ひかる

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ97:17 秀明八千 杉本 華音 新澤 由貴

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ97:15 11-6秀明八千 杉本 華音

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ7:1 日体クラブ 山本 彩乃

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ76:45 秀明八千 田熊 凪紗

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ36:30 12-6日体クラブ 新澤 由貴

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ6:15 秀明八千 橋田 舞子

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)46:3 日体クラブ 工藤 恭子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ6:36 秀明八千 設楽 ひかる

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ5:19 日体クラブ 斎藤 葵

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ25:5 12-7秀明八千 斎藤 葵

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ64:44 日体クラブ 設楽 ひかる 杉本 華音

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ54:35 13-7日体クラブ 河口 華子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ4:21 秀明八千 工藤 恭子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ4:11 日体クラブ

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ94:2 秀明八千 杉本 華音

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ3:41 秀明八千

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)103:32 日体クラブ 西山 風花

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ93:10 秀明八千 杉本 華音

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ3:0 秀明八千 檀野 朱里

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ72:43 14-7日体クラブ 橋田 舞子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ2:31 秀明八千

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ112:20 15-7日体クラブ 宮本 好花

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ2:4 秀明八千 西山 風花

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ71:49 16-7日体クラブ 橋田 舞子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ1:26 秀明八千 新澤 由貴

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)101:12 日体クラブ 西山 風花

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)40:45 秀明八千 山本 彩乃

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ0:35 日体クラブ 田熊 凪紗

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ0:22 秀明八千 新澤 由貴

P誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ110:11 日体クラブ 宮本 好花 松浦 優花

ﾍﾟﾅﾙﾃｨ/ｺﾞｰﾙｲﾝ70:11 17-7日体クラブ 橋田 舞子

秀明八千

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/0:0

4P

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/18:0 日体クラブ 三浦 里佳子

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/18:0 秀明八千 渡部 歩美

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/取得48:0 日体クラブ 工藤 恭子

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/なし98:0 秀明八千 杉本 華音

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ27:40 日体クラブ 羽角 萌香 小林 鈴々音

製作：（公財）日本水泳連盟水球委員会 (C) 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

6 20374

90 225
Game No. 42020.10.29

東京辰巳国際水泳場

第96回日本選手権水泳競技大会 水球競技 日体クラブ

秀明八千代水球クラブ審 判: 黒崎千智 梶原洋祐・

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ87:31 日体クラブ 吉本 萌乃

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ27:14 17-8秀明八千 斎藤 葵

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ87:3 日体クラブ 吉本 萌乃 中村 瑚々

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)56:52 日体クラブ 河口 華子

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ26:43 秀明八千 斎藤 葵

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ106:16 18-8日体クラブ 西山 風花

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ35:58 秀明八千 松浦 優花

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ5:40 日体クラブ 田熊 凪紗

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ5:27 秀明八千 吉本 萌乃

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ5:11 日体クラブ 小林 鈴々音

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ4:55 秀明八千 宮本 好花

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ64:41 19-8日体クラブ 設楽 ひかる

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ24:16 19-9秀明八千 斎藤 葵

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ64:1 日体クラブ 設楽 ひかる

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ3:33 秀明八千 吉本 萌乃

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)123:21 日体クラブ 飯田 鈴可

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ23:5 秀明八千 斎藤 葵

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ2:46 日体クラブ 松浦 優花

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ42:34 秀明八千 山本 彩乃

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)42:23 秀明八千 山本 彩乃

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ2:9 日体クラブ 小林 鈴々音

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ2:50 秀明八千 新澤 由貴

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ51:34 20-9日体クラブ 河口 華子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ1:16 秀明八千 設楽 ひかる

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ51:0 日体クラブ 河口 華子 吉見 ひより

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ0:47 日体クラブ 松浦 優花

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ110:34 秀明八千 小林 鈴々音 新澤 由貴

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ90:29 秀明八千 杉本 華音

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ0:6 日体クラブ 山本 彩乃

秀明八千

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/0:0

製作：（公財）日本水泳連盟水球委員会 (C) 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

2 9322

183 564
Game No. 52020/10/30

東京辰巳国際水泳場

第96回日本選手権水泳競技大会 水球競技 東京女子体育大学

秀明大学水球クラブ審 判: 齋藤夏輝 津崎明日美・

1P

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/18:0 東京女子 野田 茉波

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/18:0 秀明大学 塩谷 南美

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/なし98:0 東京女子 角田 楓佳

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/取得58:0 秀明大学 野呂 美咲季

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)67:48 秀明大学 稲場 朱里

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ87:35 1-0東京女子 吉澤 クララ

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ67:11 秀明大学 稲場 朱里 北村 江梨

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ37:1 秀明大学 坂上 千明

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ86:44 東京女子 吉澤 クララ

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ6:27 秀明大学

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ106:11 東京女子 山﨑 千夢 岩野 夏帆

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ5:48 東京女子

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)25:44 秀明大学 風間 祐李

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)45:31 東京女子 和多田 飛鳥

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ25:20 秀明大学 風間 祐李

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ5:2 東京女子

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)54:52 秀明大学 野呂 美咲季

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京女子

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ64:33 1-1秀明大学 稲場 朱里

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ4:13 東京女子

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ44:3 秀明大学 鈴木 琴莉

73:54 秀明大学 山本 実乃里 和多田 飛鳥

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京女子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ3:31 秀明大学

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ63:12 2-1東京女子 山井 裕加

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ2:56 秀明大学 北村 江梨

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ2:33 東京女子 鈴木 琴莉

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)92:20 秀明大学 岩野 夏帆

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ1:50 東京女子 岩野 夏帆

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ41:41 秀明大学 鈴木 琴莉 山﨑 千夢

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ81:39 2-2秀明大学 寺方 千晶

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ1:10 東京女子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ0:59 秀明大学 森下 真帆

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ0:34 東京女子 鈴木 琴莉

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ60:19 秀明大学 稲場 朱里

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ40:17 2-3秀明大学 鈴木 琴莉

東京女子

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/0:0

2P

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/18:0 東京女子 野田 茉波

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/18:0 秀明大学 塩谷 南美

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/取得98:0 東京女子 角田 楓佳

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/なし108:0 秀明大学 野々村 悠名

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ7:44 東京女子 稲場 朱里

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ107:32 2-4秀明大学 野々村 悠名

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ7:6 東京女子 岩野 夏帆

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ46:53 2-5秀明大学 鈴木 琴莉

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ6:30 東京女子 寺方 千晶

秀明大学

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ6:9 秀明大学 和多田 飛鳥

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ6:53 東京女子 稲場 朱里

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ秀明大学 北村 江梨

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東京女子 稲場 朱里

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ5:22 秀明大学 吉澤 クララ

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ4:53 東京女子

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ104:41 秀明大学 野々村 悠名

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ4:20 東京女子 野呂 美咲季

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ4:11 秀明大学 北村 江梨

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ3:50 東京女子 野呂 美咲季

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ33:38 秀明大学 坂上 千明 山本 悠

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)53:24 秀明大学 野呂 美咲季

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)93:7 東京女子 角田 楓佳

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)62:55 秀明大学 稲場 朱里

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ62:38 3-5東京女子 山井 裕加

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ2:10 秀明大学

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ81:53 4-5東京女子 吉澤 クララ

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ81:39 4-6秀明大学 寺方 千晶

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ1:16 東京女子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ1:11 秀明大学 角田 楓佳

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)100:42 東京女子 山﨑 千夢

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ100:35 秀明大学 野々村 悠名 山本 悠

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ90:20 4-7秀明大学 岩野 夏帆

東京女子

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/0:0

3P

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/18:0 東京女子 野田 茉波

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/18:0 秀明大学 塩谷 南美

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/取得98:0 東京女子 角田 楓佳

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/なし58:0 秀明大学 野呂 美咲季

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ7:42 東京女子

退水誘発/ｶｳﾝﾀｰ97:32 秀明大学 岩野 夏帆 山井 裕加

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ47:30 4-8秀明大学 鈴木 琴莉

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ7:13 東京女子

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ87:0 4-9秀明大学 寺方 千晶

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)56:40 東京女子 山本 悠

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ6:27 秀明大学 角田 楓佳

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ5:57 東京女子

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ65:51 4-10秀明大学 稲場 朱里

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ5:36 東京女子 稲場 朱里

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ5:31 秀明大学 北村 江梨

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ5:15 東京女子 岩野 夏帆

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ55:6 4-11秀明大学 野呂 美咲季

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ104:44 東京女子 山﨑 千夢 鈴木 琴莉

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ24:32 5-11東京女子 北村 江梨

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ74:5 秀明大学 山本 実乃里 吉澤 クララ

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ63:55 5-12秀明大学 稲場 朱里

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ93:41 6-12東京女子 角田 楓佳

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ3:20 秀明大学 山井 裕加

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ2:44 東京女子

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ102:33 6-13秀明大学 野々村 悠名

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ2:21 東京女子 坂上 千明

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)71:55 秀明大学 山本 実乃里

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)41:23 東京女子 和多田 飛鳥

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ1:9 秀明大学

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ0:43 東京女子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ0:13 秀明大学

東京女子

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/0:0

4P

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/18:0 東京女子 野田 茉波

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/138:0 秀明大学 野元 裕世

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/取得98:0 東京女子 角田 楓佳

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/なし128:0 秀明大学 砂邊 亜衣

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ7:39 東京女子 稲場 朱里

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ57:18 6-14秀明大学 野呂 美咲季

製作：（公財）日本水泳連盟水球委員会 (C) 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

2 9322

183 564
Game No. 52020.10.30

東京辰巳国際水泳場

第96回日本選手権水泳競技大会 水球競技 東京女子体育大学

秀明大学水球クラブ審 判: 齋藤夏輝 津崎明日美・

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ106:56 7-14東京女子 山﨑 千夢

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ66:47 秀明大学 稲場 朱里

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ46:33 東京女子 和多田 飛鳥

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ126:19 7-15秀明大学 砂邊 亜衣

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ66:2 東京女子 山井 裕加 井上 萌々

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)66:0 東京女子 山井 裕加

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ5:32 秀明大学 山本 悠

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ5:8 東京女子 坂上 千明

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ4:52 秀明大学 山井 裕加

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ94:37 8-15東京女子 角田 楓佳

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ64:16 8-16秀明大学 稲場 朱里

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ4:2 東京女子 坂上 千明

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ83:47 秀明大学 寺方 千晶

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ83:40 秀明大学 寺方 千晶 山﨑 千夢

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ103:30 秀明大学 野々村 悠名

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)103:21 秀明大学 野々村 悠名

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ102:55 東京女子 山﨑 千夢 坂上 千明

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ82:45 9-16東京女子 吉澤 クララ

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ2:31 秀明大学 北村 江梨

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ2:20 東京女子 稲場 朱里

ﾌﾛｰﾀｰ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ111:58 秀明大学 井上 萌々 森下 真帆

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ1:42 東京女子 風間 祐李

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ1:34 秀明大学 山﨑 千夢

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ1:14 東京女子 風間 祐李

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ91:1 9-17秀明大学 岩野 夏帆

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ0:42 東京女子 寺方 千晶

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ80:21 9-18秀明大学 寺方 千晶

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ0:14 東京女子 稲場 朱里

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)100:5 秀明大学 野々村 悠名

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)50:1 東京女子 山本 悠

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/0:0

製作：（公財）日本水泳連盟水球委員会 (C) 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 231136

104 222
Game No. 62020/10/30

東京辰巳国際水泳場

第96回日本選手権水泳競技大会 水球競技 日体クラブ

ブルボンＷＰＣ柏崎審 判: 潮崎正一 宇田川佑里・

1P

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/138:0 日体クラブ 川田代 悠花

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/18:0 ブルボンＷ 宮川 華音

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/取得48:0 日体クラブ 工藤 恭子

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/なし48:0 ブルボンＷ 小出 未来

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ67:39 日体クラブ 設楽 ひかる

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ7:28 日体クラブ 梅村 香穂

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ77:19 0-1ブルボンＷ 長谷川 陽子

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ67:3 日体クラブ 設楽 ひかる 井上 すず

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)36:47 日体クラブ 新澤 由貴

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ46:26 0-2ブルボンＷ 小出 未来

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)66:13 日体クラブ 設楽 ひかる

退水誘発/ｶｳﾝﾀｰ76:13 ブルボンＷ 長谷川 陽子 河口 華子

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ75:50 0-3ブルボンＷ 長谷川 陽子

ﾌﾘｰｽﾛｰ直接/ｷｰﾊﾟｰ35:35 日体クラブ 新澤 由貴

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ65:26 1-3日体クラブ 設楽 ひかる

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ5:0 ブルボンＷ 工藤 恭子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ4:44 日体クラブ 前野 理緒

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ44:17 ブルボンＷ 小出 未来 設楽 ひかる

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ4:2 ブルボンＷ 新澤 由貴

退水誘発/ｶｳﾝﾀｰ33:58 日体クラブ 新澤 由貴 前野 理緒

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ103:53 2-3日体クラブ 西山 風花

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ3:36 ブルボンＷ 工藤 恭子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ3:25 日体クラブ

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ43:19 2-4ブルボンＷ 小出 未来

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ22:56 日体クラブ 羽角 萌香 今村 花

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ72:55 日体クラブ 橋田 舞子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ2:24 ブルボンＷ 工藤 恭子

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ42:10 日体クラブ 工藤 恭子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ1:46 ブルボンＷ 檀野 朱里

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ21:26 3-4日体クラブ 羽角 萌香

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ0:59 ブルボンＷ 橋田 舞子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ0:47 日体クラブ 井上 すず

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ0:19 ブルボンＷ 西山 風花

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ0:3 日体クラブ 梅村 香穂

ブルボンＷ

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/0:0

2P

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/13日体クラブ 川田代 悠花

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/ブルボンＷ 三浦 里佳子

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/取得4日体クラブ 工藤 恭子

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/なし4ブルボンＷ 小出 未来

P誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ107:42 日体クラブ 西山 風花 長谷川 陽子

ﾍﾟﾅﾙﾃｨ/ｺﾞｰﾙｲﾝ57:42 4-4日体クラブ 河口 華子

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)27:19 ブルボンＷ 梅村 香穂

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ107:3 5-4日体クラブ 西山 風花

ﾌﾘｰｽﾛｰ直接/ｱｳﾄ(ﾐｽ)26:36 ブルボンＷ 梅村 香穂

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ76:26 6-4日体クラブ 橋田 舞子

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)76:11 ブルボンＷ 長谷川 陽子

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ36:5 7-4日体クラブ 新澤 由貴

ﾀｲﾑｱｳﾄ/6:5 ブルボンＷ

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ35:55 ブルボンＷ 前野 理緒

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ55:38 8-4日体クラブ 河口 華子

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ85:20 ブルボンＷ 井上 すず

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ5:4 日体クラブ 長谷川 陽子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ4:43 ブルボンＷ 工藤 恭子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ4:30 日体クラブ 前野 理緒

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ54:7 8-5ブルボンＷ 長谷川 雛子

ﾌﾛｰﾀｰ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ63:52 日体クラブ 設楽 ひかる 長谷川 雛子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ3:34 ブルボンＷ 河口 華子

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)73:18 日体クラブ 橋田 舞子

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)43:16 日体クラブ 工藤 恭子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑブルボンＷ

P誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ62:31 日体クラブ 設楽 ひかる 長谷川 雛子

ﾍﾟﾅﾙﾃｨ/ｺﾞｰﾙｲﾝ52:31 9-5日体クラブ 河口 華子

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ42:22 ブルボンＷ 小出 未来 工藤 恭子

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)102:5 ブルボンＷ 今村 花

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ1:48 日体クラブ 梅村 香穂

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ1:32 ブルボンＷ 新澤 由貴

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ1:18 日体クラブ 長谷川 陽子

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)60:2 ブルボンＷ 新藤 汐砂

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ日体クラブ 今村 花

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ100:18 ブルボンＷ 今村 花

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ70:13 9-6ブルボンＷ 長谷川 陽子

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ60:4 日体クラブ 設楽 ひかる

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/0:0

3P

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/8:0 日体クラブ

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/8:0 ブルボンＷ

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/取得48:0 日体クラブ 工藤 恭子

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/なし48:0 ブルボンＷ 小出 未来

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ7:40 日体クラブ 梅村 香穂

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ47:22 9-7ブルボンＷ 小出 未来

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ27:4 日体クラブ 羽角 萌香 井上 すず

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ57:1 10-7日体クラブ 河口 華子

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ76:38 10-8ブルボンＷ 長谷川 陽子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ6:29 日体クラブ 梅村 香穂

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ6:11 ブルボンＷ 新澤 由貴

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ6:6 日体クラブ 梅村 香穂

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ25:40 ブルボンＷ 梅村 香穂

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ75:17 日体クラブ 橋田 舞子 小出 未来

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)35:10 日体クラブ 新澤 由貴

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑブルボンＷ

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ4:35 日体クラブ 長谷川 雛子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ4:27 ブルボンＷ 工藤 恭子

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ24:15 11-8日体クラブ 羽角 萌香

ｲｴﾛｰｶｰﾄﾞ/4:15 ブルボンＷ

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ3:45 ブルボンＷ 河口 華子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ3:40 日体クラブ 今村 花

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ103:15 ブルボンＷ 今村 花 檀野 朱里

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ62:54 12-8日体クラブ 設楽 ひかる

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ2:32 ブルボンＷ 檀野 朱里

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)62:16 日体クラブ 設楽 ひかる

ﾌﾘｰｽﾛｰ直接/ｷｰﾊﾟｰ101:47 ブルボンＷ 今村 花 西山 風花

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ31:38 ブルボンＷ 前野 理緒

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ41:27 ブルボンＷ 小出 未来 工藤 恭子

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)71:15 ブルボンＷ 長谷川 陽子

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)90:56 日体クラブ 檀野 朱里

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ0:38 ブルボンＷ 橋田 舞子

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ70:27 日体クラブ 橋田 舞子 前野 理緒

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)60:14 日体クラブ 設楽 ひかる

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ20:0 ブルボンＷ 梅村 香穂

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/0:0

4P

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/18:0 日体クラブ 三浦 里佳子

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/18:0 ブルボンＷ 宮川 華音

製作：（公財）日本水泳連盟水球委員会 (C) 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 231136

104 222
Game No. 62020.10.30

東京辰巳国際水泳場

第96回日本選手権水泳競技大会 水球競技 日体クラブ

ブルボンＷＰＣ柏崎審 判: 潮崎正一 宇田川佑里・

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/取得48:0 日体クラブ 工藤 恭子

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/なし48:0 ブルボンＷ 小出 未来

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ57:41 13-8日体クラブ 河口 華子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ7:30 ブルボンＷ 西山 風花

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ37:20 14-8日体クラブ 新澤 由貴

GK交代/137:20 ブルボンＷ 栗田 鮎乃

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ47:8 14-9ブルボンＷ 小出 未来

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ56:53 15-9日体クラブ 河口 華子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ6:36 ブルボンＷ 西山 風花

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ46:25 16-9日体クラブ 工藤 恭子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ6:1 ブルボンＷ 橋田 舞子

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ45:44 日体クラブ 工藤 恭子

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ25:28 ブルボンＷ 梅村 香穂 新澤 由貴

ﾁｰﾑﾍﾟﾅﾙﾃｨ/5:24 ブルボンＷ

ﾍﾟﾅﾙﾃｨ/ｺﾞｰﾙｲﾝ55:24 17-9日体クラブ 河口 華子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ5:11 ブルボンＷ 河口 華子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ5:5 日体クラブ 長谷川 雛子

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ24:58 17-10ブルボンＷ 梅村 香穂

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ24:32 18-10日体クラブ 羽角 萌香

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ4:22 ブルボンＷ 檀野 朱里

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ114:2 19-10日体クラブ 宮本 好花

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ3:38 ブルボンＷ 飯田 鈴可

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)83:27 日体クラブ 吉本 萌乃

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ3:14 ブルボンＷ 吉本 萌乃

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ123:1 20-10日体クラブ 飯田 鈴可

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ2:40 ブルボンＷ 吉本 萌乃

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ2:17 日体クラブ 長谷川 陽子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ1:50 ブルボンＷ 飯田 鈴可

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ61:32 日体クラブ 設楽 ひかる 長谷川 雛子

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ121:26 21-10日体クラブ 飯田 鈴可

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ121:2 ブルボンＷ 佐藤 由依

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ60:48 22-10日体クラブ 設楽 ひかる

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ0:21 ブルボンＷ 飯田 鈴可

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ100:0 23-10日体クラブ 西山 風花

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/0:0

製作：（公財）日本水泳連盟水球委員会 (C) 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

2 10224

112 054
Game No. 72020/10/31

東京辰巳国際水泳場

第96回日本選手権水泳競技大会 水球競技 ブルボンＷＰＣ柏崎

東京女子体育大学審 判: 黒崎千智 齋藤夏輝・

1P

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/18:0 ブルボンＷ 宮川 華音

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/18:0 東京女子 野田 茉波

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/なし48:0 ブルボンＷ 小出 未来

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/取得98:0 東京女子 角田 楓佳

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ67:45 東京女子 山井 裕加

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ7:13 ブルボンＷ

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ6:55 東京女子

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ46:39 ブルボンＷ 小出 未来 北村 江梨

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ46:24 1-0ブルボンＷ 小出 未来

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ5:53 東京女子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ5:39 ブルボンＷ

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ25:18 東京女子 北村 江梨

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ5:2 東京女子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ4:30 ブルボンＷ

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ94:14 東京女子 角田 楓佳 今村 花

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ84:4 1-1東京女子 吉澤 クララ

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ3:49 ブルボンＷ 吉澤 クララ

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ3:30 東京女子 小出 未来

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ43:17 ブルボンＷ 小出 未来 北村 江梨

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ32:59 2-1ブルボンＷ 前野 理緒

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ62:42 東京女子 山井 裕加 梅村 香穂

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ82:31 東京女子 吉澤 クララ

退水誘発/その他82:27 東京女子 吉澤 クララ 長谷川 雛子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ2:5 東京女子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ1:48 ブルボンＷ

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ101:31 東京女子 山﨑 千夢 長谷川 雛子

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ81:30 東京女子 吉澤 クララ

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ1:17 ブルボンＷ 山井 裕加

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ40:58 2-2東京女子 和多田 飛鳥

P誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ40:47 ブルボンＷ 小出 未来 山﨑 千夢

ﾍﾟﾅﾙﾃｨ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)100:47 ブルボンＷ 今村 花

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ0:30 東京女子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ0:7 ブルボンＷ 野田 茉波

東京女子

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/0:0

2P

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/18:0 ブルボンＷ 宮川 華音

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/18:0 東京女子 野田 茉波

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/なし38:0 ブルボンＷ 前野 理緒

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/取得98:0 東京女子 角田 楓佳

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ7:41 東京女子 小出 未来

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ47:27 3-2ブルボンＷ 小出 未来

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ7:15 東京女子 梅村 香穂

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ6:53 ブルボンＷ 野田 茉波

ﾌﾘｰｽﾛｰ直接/ｺﾞｰﾙｲﾝ56:26 3-3東京女子 山本 悠

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ6:4 ブルボンＷ 山﨑 千夢

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ85:45 東京女子 吉澤 クララ 井上 すず

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ55:32 東京女子 山本 悠

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ25:27 東京女子 北村 江梨

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ4:58 ブルボンＷ

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ24:52 3-4東京女子 北村 江梨

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ44:37 ブルボンＷ 小出 未来 北村 江梨

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ54:23 4-4ブルボンＷ 長谷川 雛子

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ84:9 東京女子 吉澤 クララ

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ43:45 5-4ブルボンＷ 小出 未来

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ3:15 東京女子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ2:50 ブルボンＷ

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ102:32 5-5東京女子 山﨑 千夢

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ102:9 ブルボンＷ 今村 花 吉澤 クララ

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ2:1 東京女子 梅村 香穂

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ31:43 東京女子 森下 真帆

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ1:27 ブルボンＷ

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ101:12 5-6東京女子 山﨑 千夢

ブルボンＷ

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ0:51 ブルボンＷ

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ0:35 東京女子 小出 未来

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ70:18 6-6ブルボンＷ 長谷川 陽子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ0:6 東京女子 今村 花

ブルボンＷ

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/0:0

3P

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/18:0 ブルボンＷ 宮川 華音

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/18:0 東京女子 野田 茉波

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/なし38:0 ブルボンＷ 前野 理緒

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/取得98:0 東京女子 角田 楓佳

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ57:41 東京女子 山本 悠 新藤 汐砂

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)107:39 東京女子 山﨑 千夢

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ7:15 ブルボンＷ 角田 楓佳

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ46:51 東京女子 和多田 飛鳥

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ6:20 ブルボンＷ

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ6:4 東京女子 今村 花

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ5:48 ブルボンＷ 山﨑 千夢

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ45:25 6-7東京女子 和多田 飛鳥

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ5:4 ブルボンＷ 野田 茉波

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ44:55 6-8東京女子 和多田 飛鳥

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ4:33 ブルボンＷ 山﨑 千夢

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ54:13 6-9東京女子 山本 悠

ﾀｲﾑｱｳﾄ/4:13 ブルボンＷ

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ103:51 ブルボンＷ 今村 花 和多田 飛鳥

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ43:33 6-10東京女子 和多田 飛鳥

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ43:6 ブルボンＷ 小出 未来 和多田 飛鳥

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ2:34 東京女子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ2:16 ブルボンＷ 山﨑 千夢

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ81:56 6-11東京女子 吉澤 クララ

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ101:30 7-11ブルボンＷ 今村 花

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ1:15 東京女子

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ21:4 ブルボンＷ 梅村 香穂 吉澤 クララ

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ80:49 ブルボンＷ 井上 すず

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ0:34 東京女子 今村 花

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ40:18 ブルボンＷ 小出 未来 山本 悠

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ50:7 8-11ブルボンＷ 長谷川 雛子

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ100:3 東京女子 山﨑 千夢

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/0:0

4P

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/18:0 ブルボンＷ 宮川 華音

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/18:0 東京女子 野田 茉波

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/なし38:0 ブルボンＷ 前野 理緒

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/取得98:0 東京女子 角田 楓佳

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ107:43 東京女子 山﨑 千夢 前野 理緒

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ7:13 ブルボンＷ

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)46:59 東京女子 和多田 飛鳥

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ76:32 ブルボンＷ 長谷川 陽子 山井 裕加

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ36:24 ブルボンＷ 前野 理緒

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)56:8 ブルボンＷ 長谷川 雛子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ5:51 東京女子 長谷川 雛子

製作：（公財）日本水泳連盟水球委員会 (C) 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

2 10224

112 054
Game No. 72020.10.31

東京辰巳国際水泳場

第96回日本選手権水泳競技大会 水球競技 ブルボンＷＰＣ柏崎

東京女子体育大学審 判: 黒崎千智 齋藤夏輝・

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ5:36 ブルボンＷ 角田 楓佳

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ5:17 東京女子 梅村 香穂

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ104:51 ブルボンＷ 今村 花

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ4:42 ブルボンＷ

退水誘発/ｶｳﾝﾀｰ54:42 東京女子 山本 悠 長谷川 陽子

ﾀｲﾑｱｳﾄ/4:42 東京女子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ4:27 東京女子 小出 未来

退水誘発/ｶｳﾝﾀｰ44:26 ブルボンＷ 小出 未来 吉澤 クララ

ﾀｲﾑｱｳﾄ/4:26 ブルボンＷ

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ84:18 ブルボンＷ 井上 すず

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ54:0 東京女子 山本 悠

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ3:49 東京女子 梅村 香穂

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ83:35 ブルボンＷ 井上 すず 山井 裕加

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ3:26 ブルボンＷ 野田 茉波

退水誘発/ｶｳﾝﾀｰ33:10 東京女子 森下 真帆 小出 未来

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ82:55 東京女子 吉澤 クララ 長谷川 陽子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ2:32 ブルボンＷ 山﨑 千夢

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ42:6 東京女子 和多田 飛鳥

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ71:51 ブルボンＷ 長谷川 陽子 吉澤 クララ

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ101:41 9-11ブルボンＷ 今村 花

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ1:19 東京女子 宮川 華音

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ71:6 10-11ブルボンＷ 長谷川 陽子

ｲｴﾛｰｶｰﾄﾞ/1:6 ブルボンＷ

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ40:40 東京女子 和多田 飛鳥

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)40:16 ブルボンＷ 小出 未来

東京女子

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/0:0

製作：（公財）日本水泳連盟水球委員会 (C) 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 10412

175 435
Game No. 82020/10/31

東京辰巳国際水泳場

第96回日本選手権水泳競技大会 水球競技 日体クラブ

秀明大学水球クラブ審 判: 山﨑昇 森林和三・

1P

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/138:0 日体クラブ 川田代 悠花

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/18:0 秀明大学 塩谷 南美

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/取得48:0 日体クラブ 工藤 恭子

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/なし58:0 秀明大学 野呂 美咲季

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ7:36 日体クラブ

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ87:32 0-1秀明大学 寺方 千晶

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ7:5 日体クラブ

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ86:49 0-2秀明大学 寺方 千晶

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ6:30 日体クラブ

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)46:21 秀明大学 鈴木 琴莉

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ6:2 日体クラブ 野呂 美咲季

退水誘発/ｶｳﾝﾀｰ55:57 秀明大学 野呂 美咲季 橋田 舞子

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ35:35 秀明大学 坂上 千明

退水誘発/ｶｳﾝﾀｰ65:27 日体クラブ 設楽 ひかる 寺方 千晶

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ45:13 1-2日体クラブ 工藤 恭子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ4:57 秀明大学 工藤 恭子

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ34:45 日体クラブ 新澤 由貴 岩野 夏帆

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ34:24 1-3秀明大学 坂上 千明

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ4:0 日体クラブ

3:44 秀明大学

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ33:29 日体クラブ 新澤 由貴 稲場 朱里

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ3:27 日体クラブ

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ3:2 秀明大学

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ2:52 日体クラブ 鈴木 琴莉

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ32:40 1-4秀明大学 坂上 千明

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ2:29 日体クラブ 坂上 千明

2:22 秀明大学

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ42:14 2-4日体クラブ 工藤 恭子

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ61:58 秀明大学 稲場 朱里

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ71:42 3-4日体クラブ 橋田 舞子

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ41:17 3-5秀明大学 鈴木 琴莉

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ51:6 日体クラブ 河口 華子 坂上 千明

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)100:50 日体クラブ 西山 風花

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ0:20 秀明大学

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ70:16 日体クラブ 橋田 舞子 岩野 夏帆

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ70:14 日体クラブ 橋田 舞子

秀明大学

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/0:0

2P

138:0 日体クラブ 川田代 悠花

18:0 秀明大学 塩谷 南美

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/取得48:0 日体クラブ 工藤 恭子

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/なし8:0 秀明大学

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ77:38 4-5日体クラブ 橋田 舞子

P誘発/ｶｳﾝﾀｰ27:21 秀明大学 栗原 舞 工藤 恭子

ﾍﾟﾅﾙﾃｨ/ｺﾞｰﾙｲﾝ67:21 4-6秀明大学 稲場 朱里

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ57:13 日体クラブ 河口 華子 寺方 千晶

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ107:11 5-6日体クラブ 西山 風花

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ66:55 秀明大学 稲場 朱里 工藤 恭子

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ56:44 秀明大学 野呂 美咲季

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)76:26 日体クラブ 橋田 舞子

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)56:8 秀明大学 野呂 美咲季

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ105:41 日体クラブ 西山 風花

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ25:17 5-7秀明大学 栗原 舞

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)65:4 日体クラブ 設楽 ひかる

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ4:50 秀明大学 河口 華子

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ114:35 日体クラブ 宮本 好花

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ64:20 5-8秀明大学 稲場 朱里

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ4:3 日体クラブ

退水誘発/ｶｳﾝﾀｰ34:1 秀明大学 坂上 千明 設楽 ひかる

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ43:44 秀明大学 鈴木 琴莉

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)63:36 秀明大学 稲場 朱里

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ53:18 日体クラブ 河口 華子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ3:4 秀明大学 河口 華子

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ72:56 日体クラブ 橋田 舞子

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)72:38 日体クラブ 橋田 舞子

P誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ22:24 秀明大学 栗原 舞 吉本 萌乃

ﾍﾟﾅﾙﾃｨ/ｺﾞｰﾙｲﾝ92:24 5-9秀明大学 岩野 夏帆

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ1:58 日体クラブ

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ51:49 5-10秀明大学 野呂 美咲季

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ1:28 日体クラブ

退水誘発/ｶｳﾝﾀｰ51:20 秀明大学 野呂 美咲季 飯田 鈴可

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ0:56 秀明大学

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ0:40 日体クラブ

P誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ70:20 秀明大学 山本 実乃里 橋田 舞子

ﾍﾟﾅﾙﾃｨ/ｷｰﾊﾟｰ40:20 秀明大学 鈴木 琴莉

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ40:9 日体クラブ 工藤 恭子 山本 実乃里

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)100:3 日体クラブ 西山 風花

秀明大学

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/0:0

3P

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/18:0 日体クラブ 三浦 里佳子

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/18:0 秀明大学 塩谷 南美

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/取得48:0 日体クラブ 工藤 恭子

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/なし58:0 秀明大学 野呂 美咲季

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ8:38 日体クラブ

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ7:35 秀明大学

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ7:28 日体クラブ

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)27:7 秀明大学 栗原 舞

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ6:51 日体クラブ 鈴木 琴莉

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ66:36 秀明大学 稲場 朱里 檀野 朱里

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ36:22 5-11秀明大学 坂上 千明

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ6:10 日体クラブ 塩谷 南美

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ65:57 秀明大学 稲場 朱里 工藤 恭子

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ25:52 5-12秀明大学 栗原 舞

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ55:26 日体クラブ 河口 華子

退水誘発/ｶｳﾝﾀｰ35:22 秀明大学 坂上 千明 河口 華子

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)24:57 秀明大学 栗原 舞

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ64:36 6-12日体クラブ 設楽 ひかる

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ104:8 秀明大学 野々村 悠名

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ3:54 日体クラブ 鈴木 琴莉

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ53:44 秀明大学 野呂 美咲季

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ3:33 秀明大学 三浦 里佳子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ3:12 日体クラブ

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ32:57 秀明大学 坂上 千明 檀野 朱里

ﾀｲﾑｱｳﾄ/2:57 秀明大学

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)62:41 秀明大学 稲場 朱里

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ62:16 日体クラブ 設楽 ひかる

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)31:45 秀明大学 坂上 千明

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ71:22 日体クラブ 橋田 舞子 寺方 千晶

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ41:8 6-13秀明大学 鈴木 琴莉

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ50:51 日体クラブ 河口 華子

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)80:25 秀明大学 寺方 千晶

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ30:10 日体クラブ 新澤 由貴 稲場 朱里

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ50:0 日体クラブ 河口 華子

製作：（公財）日本水泳連盟水球委員会 (C) 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 10412

175 435
Game No. 82020.10.31

東京辰巳国際水泳場

第96回日本選手権水泳競技大会 水球競技 日体クラブ

秀明大学水球クラブ審 判: 山﨑昇 森林和三・

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/0:0

4P

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/18:0 日体クラブ 三浦 里佳子

ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ/18:0 秀明大学 塩谷 南美

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/取得38:0 日体クラブ 新澤 由貴

ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾙ/なし58:0 秀明大学 野呂 美咲季

ﾀｲﾑｱｳﾄ/8:0 日体クラブ

?57:35 日体クラブ 河口 華子 寺方 千晶

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ67:29 7-13日体クラブ 設楽 ひかる

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)107:16 秀明大学 野々村 悠名

ｶｳﾝﾀｰ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ77:2 日体クラブ 橋田 舞子 鈴木 琴莉

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ6:44 秀明大学 西山 風花

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ56:24 日体クラブ 河口 華子 栗原 舞

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)56:22 日体クラブ 河口 華子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ6:9 秀明大学 橋田 舞子

P誘発/ｶｳﾝﾀｰ95:55 日体クラブ 檀野 朱里 坂上 千明

ﾍﾟﾅﾙﾃｨ/ｺﾞｰﾙｲﾝ55:55 8-13日体クラブ 河口 華子

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ65:41 秀明大学 稲場 朱里 檀野 朱里

退水誘発/その他95:29 秀明大学 岩野 夏帆 河口 華子

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ55:21 8-14秀明大学 野呂 美咲季

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ35:10 日体クラブ 新澤 由貴 稲場 朱里

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ54:59 9-14日体クラブ 河口 華子

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)54:33 秀明大学 野呂 美咲季

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ104:8 日体クラブ 西山 風花

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ43:58 秀明大学 鈴木 琴莉

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ3:38 日体クラブ

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ43:28 9-15秀明大学 鈴木 琴莉

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ3:18 日体クラブ

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ3:14 秀明大学

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ(ﾎﾟｽﾄ)113:5 日体クラブ 宮本 好花

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ102:57 秀明大学 野々村 悠名

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ2:40 日体クラブ

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ2:29 秀明大学 橋田 舞子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ2:17 日体クラブ 坂上 千明

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ32:2 9-16秀明大学 坂上 千明

GK交代/132:2 秀明大学 野元 裕世

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ101:47 10-16日体クラブ 西山 風花

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ1:24 秀明大学 西山 風花

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ1:13 日体クラブ

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ120:57 10-17秀明大学 砂邊 亜衣

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ40:40 日体クラブ 工藤 恭子 砂邊 亜衣

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ0:30 日体クラブ

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ0:6 秀明大学 橋田 舞子

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ(ﾐｽ)110:0 日体クラブ 宮本 好花

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/0:0

製作：（公財）日本水泳連盟水球委員会 (C) Japan Swimming Federation




