
Game No. 42014.10.10

東京辰巳国際水泳場

第90回 日本選手権水泳競技大会 水球競技 全日体大 6 348128

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

日本大学 52 111審 判: 折笠 田原・

1P

5mｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ5日本大学 山田精太郎

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ117:29 1-0全日体大 足立 聖也

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ日本大学

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ6全日体大 柳瀬 彰良

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ66:41 全日体大 柳瀬 彰良 増田喬介

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ56:25 2-0全日体大 竹井 昂司

5mｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ56:1 2-1日本大学 山田精太郎

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ全日体大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大学

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ2全日体大 大川 慶悟

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ4日本大学 一木駿也

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ54:37 3-1全日体大 竹井 昂司

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/日本大学

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ5全日体大 竹井 昂司

P誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ73:53 全日体大 逸見 優太 増田喬介

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ113:53 4-1全日体大 足立 聖也

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大学

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ63:7 5-1全日体大 柳瀬 彰良

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ52:52 日本大学 山田精太郎 高田 充

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ8日本大学 石谷俊樹

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大学

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ全日体大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/日本大学

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ全日体大

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ101:6 日本大学 池水佑輔 塩田 義法

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ8日本大学 石谷俊樹

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ110:50 5-2日本大学 長谷川慎

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ20:27 6-2全日体大 大川 慶悟

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大学

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ6全日体大 柳瀬 彰良

2P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ全日体大

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ12日本大学 松下渉

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ106:50 全日体大 塩田 義法 長谷川慎

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ106:47 7-2全日体大 塩田 義法

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ126:25 日本大学 松下渉 志賀 光明

退水誘発/その他86:7 日本大学 石谷俊樹 竹井 昂司

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ5日本大学 山田精太郎

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ55:32 8-2全日体大 竹井 昂司

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大学

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ65:12 全日体大 柳瀬 彰良 長谷川慎

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ115:4 9-2全日体大 足立 聖也

5mｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ10日本大学 池水佑輔

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ94:29 10-2全日体大 飯田 純士

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大学

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ63:49 11-2全日体大 柳瀬 彰良

退水誘発/その他53:25 日本大学 山田精太郎 角野 友紀

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ43:7 11-3日本大学 一木駿也

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ112:41 12-3全日体大 足立 聖也

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大学

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ72:16 全日体大 逸見 優太 松下渉

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ52:0 13-3全日体大 竹井 昂司

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大学

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ11全日体大 足立 聖也

退水誘発/その他121:8 日本大学 松下渉 逸見 優太

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ5日本大学 山田精太郎

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ2日本大学 森田和

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ80:30 14-3全日体大 荒井 陸

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ5日本大学 山田精太郎

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ日本大学

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ1全日体大 福島 丈貴

3P

P誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ67:41 全日体大 柳瀬 彰良 石谷俊樹

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ57:41 15-3全日体大 竹井 昂司

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ9日本大学 福留大吉

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ67:8 16-3全日体大 柳瀬 彰良

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大学

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ全日体大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大学

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ25:38 17-3全日体大 大川 慶悟

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大学

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ84:58 18-3全日体大 荒井 陸

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大学

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ7全日体大 逸見 優太

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ84:35 19-3全日体大 荒井 陸

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/日本大学

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ104:0 20-3全日体大 塩田 義法

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ2日本大学 森田和

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ103:31 21-3全日体大 塩田 義法

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ73:2 21-4日本大学 増田喬介

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ102:41 22-4全日体大 塩田 義法

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大学

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ82:4 23-4全日体大 荒井 陸

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ8日本大学 石谷俊樹

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ81:23 24-4全日体大 荒井 陸

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大学

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ90:45 25-4全日体大 飯田 純士

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ5日本大学 山田精太郎

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ8全日体大 荒井 陸

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ80:10 26-4全日体大 荒井 陸

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ5日本大学 山田精太郎

4P

GK交代/13全日体大 大島 良亮

GK交代/13日本大学 西俣強真

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ12全日体大 高田 充

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ8日本大学 石谷俊樹

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ3全日体大 角野 友紀

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ126:51 27-4全日体大 高田 充

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ9日本大学 福留大吉

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ36:17 28-4全日体大 角野 友紀

5mｼｭｰﾄ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ8日本大学 石谷俊樹

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ75:36 29-4全日体大 逸見 優太

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ45:24 日本大学 一木駿也 荒井 陸

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ4日本大学 一木駿也

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ7全日体大 逸見 優太

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ74:29 30-4全日体大 逸見 優太

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大学

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ123:53 31-4全日体大 高田 充

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ日本大学

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ7全日体大 逸見 優太

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ63:14 全日体大 柳瀬 彰良 松下渉

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ113:0 32-4全日体大 足立 聖也

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ22:47 日本大学 森田和 飯田 純士

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ72:27 32-5日本大学 増田喬介

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ4全日体大 志賀 光明

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. 42014.10.10

東京辰巳国際水泳場

第90回 日本選手権水泳競技大会 水球競技 全日体大 6 348128

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

日本大学 52 111審 判: 折笠 田原・

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ71:52 日本大学 増田喬介 高田 充

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ8日本大学 石谷俊樹

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ121:9 33-5全日体大 高田 充

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ日本大学

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ110:26 34-5全日体大 足立 聖也

退水誘発/その他100:13 日本大学 池水佑輔 足立 聖也

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ12日本大学 松下渉

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


