
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 東女体大 2 832

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

CNCｳｫｰﾀｰﾎﾟﾛｸﾗﾌﾞ 102 23審 判: 潮崎 梶原・

1

3

1P

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ2東女体大 杉山 緑

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/CNCｳｫｰ

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ2東女体大 杉山 緑

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ5CNCｳｫｰ 有馬 優美

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/東女体大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙCNCｳｫｰ

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ35:23 東女体大 原 香織 森 翼

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ6東女体大 立川 直喜

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙCNCｳｫｰ

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東女体大

P誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ104:16 CNCｳｫｰ 森 翼 立川 直喜

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ104:16 0-1CNCｳｫｰ 森 翼

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ東女体大

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ23:45 0-2CNCｳｫｰ 有馬 福美

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東女体大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙCNCｳｫｰ

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ102:44 1-2東女体大 田川 瑞記

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ5CNCｳｫｰ 有馬 優美

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ5東女体大 橋本 みのり

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙCNCｳｫｰ

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東女体大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙCNCｳｫｰ

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ2東女体大 杉山 緑

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ90:20 2-2東女体大 今村 文香

ﾀｲﾑｱｳﾄ/0:20 CNCｳｫｰ

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ5CNCｳｫｰ 有馬 優美

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ2東女体大 杉山 緑

2P

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ2東女体大 杉山 緑

退水誘発/その他107:29 CNCｳｫｰ 森 翼 橋口 明希

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ67:8 2-3CNCｳｫｰ 相良 和音

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ東女体大

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ5CNCｳｫｰ 有馬 優美

P誘発/その他76:14 東女体大 橋口 明希 梅田 優子

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ26:14 3-3東女体大 杉山 緑

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙCNCｳｫｰ

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ東女体大

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ10CNCｳｫｰ 森 翼

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ5CNCｳｫｰ 有馬 優美

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ2東女体大 杉山 緑

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/CNCｳｫｰ

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ6東女体大 立川 直喜

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙCNCｳｫｰ

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ6東女体大 立川 直喜

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/CNCｳｫｰ

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ9東女体大 今村 文香

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ5CNCｳｫｰ 有馬 優美

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東女体大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/CNCｳｫｰ

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ東女体大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙCNCｳｫｰ

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東女体大

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ100:39 3-4CNCｳｫｰ 森 翼

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東女体大

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ50:26 3-5CNCｳｫｰ 有馬 優美

ﾀｲﾑｱｳﾄ/0:26 東女体大

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ70:8 4-5東女体大 橋口 明希

ﾀｲﾑｱｳﾄ/0:8 CNCｳｫｰ

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ3CNCｳｫｰ 松永 あい

3P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙCNCｳｫｰ

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ77:9 5-5東女体大 橋口 明希

ﾌﾛｰﾀｰ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ5CNCｳｫｰ 有馬 優美

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ26:25 東女体大 杉山 緑 有馬 優美

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ6東女体大 立川 直喜

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ3東女体大 原 香織

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ2CNCｳｫｰ 有馬 福美

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ東女体大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/CNCｳｫｰ

5mｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ24:20 6-5東女体大 杉山 緑

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ5CNCｳｫｰ 有馬 優美

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/東女体大

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ103:17 6-6CNCｳｫｰ 森 翼

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/東女体大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/CNCｳｫｰ

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ10東女体大 田川 瑞記

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙCNCｳｫｰ

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ10東女体大 田川 瑞記

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ6CNCｳｫｰ 相良 和音

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ90:59 7-6東女体大 今村 文香

ﾀｲﾑｱｳﾄ/0:59 CNCｳｫｰ

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ50:38 7-7CNCｳｫｰ 有馬 優美

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東女体大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙCNCｳｫｰ

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/東女体大

4P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ東女体大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙCNCｳｫｰ

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ2東女体大 杉山 緑

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ106:45 CNCｳｫｰ 森 翼 橋口 明希

ﾀｲﾑｱｳﾄ/6:45 CNCｳｫｰ

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ76:33 7-8CNCｳｫｰ 川口 華子

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東女体大

退水誘発/その他45:49 CNCｳｫｰ 高橋 里佳 原 香織

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ55:42 7-9CNCｳｫｰ 有馬 優美

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東女体大

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ55:23 CNCｳｫｰ 有馬 優美 立川 直喜

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ3CNCｳｫｰ 松永 あい

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙCNCｳｫｰ

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ2東女体大 杉山 緑

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙCNCｳｫｰ

P誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ73:54 東女体大 橋口 明希 相良 和音

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ23:54 8-9東女体大 杉山 緑

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ53:35 CNCｳｫｰ 有馬 優美 行天 和世

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｱｳﾄ10CNCｳｫｰ 森 翼

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ6CNCｳｫｰ 相良 和音

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ7東女体大 橋口 明希

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙCNCｳｫｰ

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東女体大

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙCNCｳｫｰ

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ東女体大

ﾐﾄﾞﾙ/ｺﾞｰﾙｲﾝ61:8 8-10CNCｳｫｰ 相良 和音

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ東女体大

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ5CNCｳｫｰ 有馬 優美

5mｼｭｰﾄ/ｱｳﾄ9東女体大 今村 文香

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
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