
Game No.

審 判:

試合会場:

9

2008.8.18

若林 折笠

大宮公園水泳競技場

平成２０年度全国高校総体

前橋商業 vs 大分商業

前橋商業

大分商業

1 8223

3 2 2 0 7・

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

第1P

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ4大分商業 橋本勇亮

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ前橋商業

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ4大分商業 橋本勇亮

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ5前橋商業 星野 翼

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ10大分商業 吉村 啓

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ前橋商業

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ84:29 大分商業 勝連貴信 山田麻央

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ44:16 0-1大分商業 橋本勇亮

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ3前橋商業 小熊 渚

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ8大分商業 勝連貴信

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ7前橋商業 広江将飛人

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ大分商業

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ22:47 1-1前橋商業 山田麻央

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ4大分商業 橋本勇亮

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ32:17 前橋商業 小熊 渚 武内一馬

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ2前橋商業 山田麻央

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ81:32 大分商業 勝連貴信 藤井駿生

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ31:13 1-2大分商業 武内一馬

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ3前橋商業 小熊 渚

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ40:21 1-3大分商業 橋本勇亮

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ90:9 前橋商業 松島周平 吉村 啓

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ5前橋商業 星野 翼

第2P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ大分商業

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ前橋商業

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ大分商業

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ前橋商業

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ10大分商業 吉村 啓

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ4前橋商業 志賀光明

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ大分商業

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ44:15 前橋商業 志賀光明 穴見大樹

P誘発/その他4:3 前橋商業 武内一馬

Pｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ7前橋商業 広江将飛人

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ53:48 2-3前橋商業 星野 翼

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ大分商業

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ7前橋商業 広江将飛人

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ62:49 3-3前橋商業 藤井駿生

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ22:34 3-4大分商業 穴見大樹

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ前橋商業

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ91:54 大分商業 逸見優太 藤井駿生

ﾀｲﾑｱｳﾄ11:49 大分商業

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ21:36 3-5大分商業 穴見大樹

退水誘発/その他51:18 前橋商業 星野 翼 勝連貴信

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ51:1 4-5前橋商業 星野 翼

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ大分商業

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ前橋商業

第3P

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ8大分商業 勝連貴信

退水誘発/その他36:26 前橋商業 小熊 渚 二宮健大

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ2前橋商業 山田麻央

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ3大分商業 武内一馬

退水誘発/75:41 前橋商業 広江将飛人 武内一馬

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ前橋商業

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ94:48 4-6大分商業 逸見優太

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ54:27 前橋商業 星野 翼 金子昭坪

ﾀｲﾑｱｳﾄ14:22 前橋商業

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ5前橋商業 星野 翼

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ前橋商業

P誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ83:36 大分商業 勝連貴信 小熊 渚

Pｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ8大分商業 勝連貴信

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ前橋商業

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ8大分商業 勝連貴信

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ72:57 前橋商業 広江将飛人 勝連貴信

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾀｲﾑ前橋商業

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ大分商業

5mｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ51:35 5-6前橋商業 星野 翼

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ大分商業

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ51:3 前橋商業 星野 翼 逸見優太

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ51:3 6-6前橋商業 星野 翼

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ大分商業

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ4前橋商業 志賀光明

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ40:2 6-7大分商業 橋本勇亮

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ7前橋商業 広江将飛人

第4P

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ3前橋商業 小熊 渚

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ大分商業

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ前橋商業

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ2大分商業 穴見大樹

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ前橋商業

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ9大分商業 逸見優太

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ34:15 前橋商業 小熊 渚 穴見大樹

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ5前橋商業 星野 翼

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ2大分商業 穴見大樹

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ73:22 前橋商業 広江将飛人 二宮健大

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ43:0 7-7前橋商業 志賀光明

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ8大分商業 勝連貴信

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ5前橋商業 星野 翼

退水誘発/その他41:59 大分商業 橋本勇亮 小熊 渚

退水誘発/その他31:59 前橋商業 小熊 渚 橋本勇亮

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ8大分商業 勝連貴信

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ3前橋商業 小熊 渚

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ大分商業

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ70:51 前橋商業 広江将飛人 二宮健大

ﾀｲﾑｱｳﾄ20:42 前橋商業

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ50:31 8-7前橋商業 星野 翼

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ8大分商業 勝連貴信

カットイン ：カットインによるシュート

フローター ：フローターによるシュート

ミ ド ル ：中距離～長距離のシュート

パワープレー：守備側退水時のシュート

カウンター ：速攻からのシュート

ｐシュート：ペナルティシュート

退水誘発 ：攻撃選手によるＥＸファール誘発

ｐ誘発 ：攻撃選手によるペナルティファール誘発

ターンオーバー：攻防の切り替え

ゴールイン ：得点

キーパー ：GKによるシュートセーブ

ディフェンス ：ディフェンスによるシュートセーブ

アウト ：バーやゴールの外へのシュート

フローティング：フローターによる退水誘発

ドライブ ：ドライブによる退水誘発

ターンオーバー：攻防切り替え時の退水誘発

ボール ：パスカットなど、ボールに絡む攻防切り替え

ファウル ：反則による攻防の切り替え

タイム ：攻撃時間切れによる攻防の切り替え

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


