
Game No. 72014.10.12

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 稲泳会 2 10161

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

健志台ｸﾗﾌﾞ 132 326審 判: 福元 梶原・

1P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ健志台

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/稲泳会

5mｼｭｰﾄ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ5健志台 野村 卓哉

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ稲泳会

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ4健志台 菅根 大樹

退水誘発/その他55:55 健志台 野村 卓哉 武田望

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ4健志台 菅根 大樹

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ55:13 健志台 野村 卓哉 深田隼輔

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ7健志台 大野 佑斗

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ74:23 1-0稲泳会 戸張真寿

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ103:56 1-1健志台 橋本 祐亮

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ3:31 稲泳会

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ93:31 健志台 廣江 隼斗志 戸張真寿

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ53:12 1-2健志台 野村 卓哉

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ82:58 稲泳会 瀧川峻也 長野 大地

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ7稲泳会 戸張真寿

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ健志台

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ72:1 2-2稲泳会 戸張真寿

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ健志台

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/稲泳会

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ健志台

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/稲泳会

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ健志台

2P

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ7健志台 大野 佑斗

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ稲泳会

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ26:52 2-3健志台 近野 洋平

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ稲泳会

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ86:22 健志台 坂本 洸樹 池水勇太

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ56:12 2-4健志台 野村 卓哉

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ85:47 稲泳会 瀧川峻也 荒木 健太

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ7稲泳会 戸張真寿

退水誘発/その他5:25 稲泳会 荒木 健太

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94:56 健志台 廣江 隼斗志 池水勇太

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ7健志台 大野 佑斗

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ84:32 2-5健志台 坂本 洸樹

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ稲泳会

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ53:49 2-6健志台 野村 卓哉

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ稲泳会

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ7健志台 大野 佑斗

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ3稲泳会 池水勇太

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ7健志台 大野 佑斗

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ91:52 稲泳会 深田隼輔 大野 佑斗

ﾀｲﾑｱｳﾄ/1:52 稲泳会

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ91:37 3-6稲泳会 深田隼輔

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ健志台

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ稲泳会

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ90:37 3-7健志台 廣江 隼斗志

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ稲泳会

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ60:7 3-8健志台 荒木 健太

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了/稲泳会

3P

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/健志台

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ127:25 稲泳会 深川幹徳 大野 佑斗

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ66:59 4-8稲泳会 武田望

健志台

ｶｯﾄｲﾝ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ10健志台 橋本 祐亮

ｶｯﾄｲﾝ/ｷｰﾊﾟｰ1健志台 行天 拓矢

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ7稲泳会 戸張真寿

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ95:58 稲泳会 深田隼輔 菅根 大樹

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ95:45 5-8稲泳会 深田隼輔

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ健志台

ﾌﾛｰﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ94:57 6-8稲泳会 深田隼輔

ｶｯﾄｲﾝ/ｺﾞｰﾙｲﾝ24:31 6-9健志台 近野 洋平

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ稲泳会

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ4健志台 菅根 大樹

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ83:32 稲泳会 瀧川峻也 荒木 健太

P誘発/その他93:22 稲泳会 深田隼輔 近野 洋平

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ73:22 7-9稲泳会 戸張真寿

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ健志台

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ82:44 稲泳会 瀧川峻也 野村 卓哉

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ82:39 8-9稲泳会 瀧川峻也

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ健志台

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾌｧｰﾙ稲泳会

退水誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ91:35 健志台 廣江 隼斗志 瀧川峻也

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ8健志台 坂本 洸樹

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ121:18 稲泳会 深川幹徳 近野 洋平

ﾀｲﾑｱｳﾄ/1:18 稲泳会

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ8稲泳会 瀧川峻也

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ20:41 健志台 近野 洋平 戸張真寿

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ50:22 8-10健志台 野村 卓哉

P誘発/ﾄﾞﾗｲﾌﾞ90:4 稲泳会 深田隼輔 菅根 大樹

Pｼｭｰﾄ/ｺﾞｰﾙｲﾝ70:4 9-10稲泳会 戸張真寿

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ4健志台 菅根 大樹

4P

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ2健志台 近野 洋平

ﾌﾛｰﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ9稲泳会 深田隼輔

ﾌﾛｰﾀｰ/ｱｳﾄ2健志台 近野 洋平

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ7稲泳会 戸張真寿

5mｼｭｰﾄ/ｷｰﾊﾟｰ5健志台 野村 卓哉

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄﾗ/稲泳会

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ25:13 9-11健志台 近野 洋平

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ稲泳会

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ84:37 9-12健志台 坂本 洸樹

退水誘発/ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ84:8 稲泳会 瀧川峻也 坂本 洸樹

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ83:47 10-12稲泳会 瀧川峻也

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ健志台

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ稲泳会

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ11健志台 長野 大地

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ8稲泳会 瀧川峻也

ｶｳﾝﾀｰ/ｺﾞｰﾙｲﾝ71:56 10-13健志台 大野 佑斗

ﾀｲﾑｱｳﾄ/1:56 稲泳会

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ/ﾎﾞｰﾙ稲泳会

ｶｳﾝﾀｰ/ｱｳﾄ10健志台 橋本 祐亮

ｶｯﾄｲﾝ/ｱｳﾄ12稲泳会 深川幹徳

退水誘発/ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ50:59 健志台 野村 卓哉 深川幹徳

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ/ｷｰﾊﾟｰ10健志台 橋本 祐亮

ﾐﾄﾞﾙ/ｱｳﾄ5健志台 野村 卓哉

ﾐﾄﾞﾙ/ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ5健志台 野村 卓哉

ｶｳﾝﾀｰ/ｷｰﾊﾟｰ8稲泳会 瀧川峻也

ﾐﾄﾞﾙ/ｷｰﾊﾟｰ1健志台 行天 拓矢
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