
男子Ｂクラス決勝トーナメント

2 Ｂ３

1 2

Ｂ１ 91

1

Ｂ２

東温高Ａ

松山南高Ｂ

道後北鴨

２久谷中Ａ ○　２－１ ○　２－１ ×　１－２ ２－１

４

松山南高Ｂ ×　１－２ ○　３－０ ○　２－１ ２－１ １

愛媛大学Ｂ ○　２－１ ×　０－３ ×　１－２ １－２

勝敗 順位

ＦＤクラブ ×　１－２ ○　２－１ ×　１－２ １－２ ３

男子Ｂクラス

Ｂ１ ＦＤクラブ 愛媛大学Ｂ 松山南高Ｂ 久谷中Ａ

×　１－２ ×　０－３
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０－２ ３松山北高Ｂ

東温高Ａ ○　２－１ ○　３－０ ２－０ １

順位

道後北鴨

松羽会 ×　１－２ ○　２－１ １－１ ２

○　３－０ ○　２－１ ２－０ １

Ｂ３ 松羽会 東温高Ａ 松山北高Ｂ 勝敗

松山北高Ａ ○　３－０ ×　１－２ １－１ ２

ＴＩＥ－Ａ ×　０－３ ×　０－３ ０－２ ３

Ｂ２ ＴＩＥ－Ａ 松山北高Ａ 道後北鴨 勝敗 順位

√理羽Ａ ×　１－２ ×　０－３ ×　０－３ ０－３

松山南高Ａ ×　１－２ ×　１－２ ○　３－０ １－２

愛媛大学A ○　３－０ ○　２－１ ○　３－０ ３－０

松山西高ＯＢ ×　０－３ ○　２－１ ○　２－１ ２－１

勝敗 順位

２

１

３

４

男子Ａクラス

松山西高ＯＢ 愛媛大学A 松山南高Ａ √理羽Ａ



男子Ｃクラス決勝トーナメント（抽選）

2 ②

2 1

① 92

1

③

男子Ｄクラス決勝

Ｔｅａｍ　Ｂ 1 2 松山東中A

Ｄ１ Ｄ２

愛翔会

東温高Ｃ

サタディーズ

坂本ＤＳＳ ○　２－１ ×　１－２ １－１ ２

松山東中Ｂ ○　２－１ ○　２－１ ２－０ １

順位

チーム大森 ×　１－２ ×　１－２ ０－２ ３

男子Ｅクラス

チーム大森 松山東中Ｂ 坂本ＤＳＳ 勝敗

松山東中A ○　３－０ ○　３－０ ２－０ １

松山中央高Ｂ ○　２－１ ×　０－３ １－１ ２

順位

久友クラブ ×　１－２ ×　０－３ ０－２ ３

Ｄ２ 久友クラブ 松山中央高Ｂ 松山東中A 勝敗

ＴＩＥ－Ｂ ×　１－２ ○　２－１ １－１ ２

２－０

100

Ｄ１

１

東温高Ｅ ×　１－２ ×　０－３ ０－２ ３

Ｔｅａｍ　Ｂ ○　２－１ ○　３－０

ＴＩＥ－Ｂ Ｔｅａｍ　Ｂ 東温高Ｅ 勝敗 順位

○　３－０ １－１ ２

男子Ｄクラス

東温高Ｂ ×　１－２

１

松山中央Ａ ×　０－３ ×　０－３ ０－２ ３

愛翔会 ○　３－０ ○　２－１ ２－０

×　０－３ ×　０－３松山南高Ｄ

×　０－３

０－２ ３

Ｃ３ 愛翔会 松山中央Ａ 東温高Ｂ 勝敗 順位

東温高Ｃ ○　２－１ ○　３－０ ２－０ １

√理羽Ｂ ×　１－２ ○　３－０ １－１ ２

Ｃ２ √理羽Ｂ 東温高Ｃ 松山南高Ｄ 勝敗 順位

×　１－２ ０－２ ３

男子Ｃクラス

東温高Ｄ

松山南高Ｃ ×　０－３ ○　２－１ １－１ ２

サタディーズ ○　３－０ ○　３－０ ２－０ １

Ｃ１ サタディーズ 松山南高Ｃ 東温高Ｄ 勝敗 順位
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女子Ｃクラス決勝トーナメント

1 2

Ｃ１ Ｃ２

坂本
ファイター

ズ
久谷中Ａ

久谷中Ａ ○　３－０ ○　２－１ ２－０ １

松山南高Ｙ ×　０－３ ×　１－２ ０－２ ３

松山北高Ｆ ○　３－０ ×　０－３ １－１ ２

１

Ｃ２ 松山北高Ｆ 松山南高Ｙ 久谷中Ａ 勝敗 順位

坂本ファイターズ ○　２－１ ○　２－１ ○　２－１ ３－０

４

松山北高Ｅ ×　１－２ ○　３－０ ×　１－２ ２－１ ３

松山南高Ｚ ×　０－３ ×　０－３ ×　１－２ ０－３

勝敗 順位

松山南高Ｘ ○　３－０ ○　２－１ ×　１－２ ２－１ ２

女子Ｃクラス

Ｃ１ 松山南高Ｘ 松山南高Ｚ 松山北高Ｅ 坂本ファイターズ

松山北高Ｄ ×　１－２ ×　１－２ ０－２ ３

松山北高Ｃ ×　１－２ ○　２－１ ２

順位

愛媛大学 ○　２－１ ○　２－１ １

女子Ａクラス

愛媛大学 松山北高Ｃ 松山北高Ｄ 勝敗
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松山南中Ｅ ×　０－３ ×　０－３ ０－２ ３

津田中１ ×　１－２ ○　３－０　 １－１ ２

順位

鴨川中Ａ ○　２－１ ○　３－０　 ２－０ １

Ｄ５ 鴨川中Ａ 津田中１ 松山南中Ｅ 勝敗

松山南中Ｄ ×　０－３ ○　２ー１ １－１ ２

津田中２ ×　０－３ ×　１－２ ０－２ ３

順位

道後中Ａ ○　３－０ ○　３－０ ２－０ １

Ｄ４ 道後中Ａ 津田中２ 松山南中Ｄ 勝敗

松山南中Ｃ ×　１－２ ×　０－３ ０－２ ３

道後中Ｂ ○　３－０ ○　３－０ ２－０ １

順位

松山北高Ｇ ×　０－３ ○　２－１ １－１ ２

Ｄ３ 松山北高Ｇ 道後中Ｂ 松山南中Ｃ 勝敗

松山南中Ａ ○　３－０ ○　３－０ ２－０ １

久谷中Ｂ ×　１－２ ×　０－３ ０－２ ３

松山北高Ｈ ○　２－１ ×　０－３ １－１ ２

２

Ｄ２ 松山北高Ｈ 久谷中Ｂ 松山南中Ａ 勝敗 順位

松山南中Ｂ ×　１－２ ○　２－１ ○　２－１ ２－１

４

松山東中Ｃ ×　１－２ ○　３－０ ×　１－２ １－２ ３

久谷中Ｃ ×　１－２ ×　０－３ ×　１－２ ０－３

勝敗 順位

ＴＩＥ－Ｃ ○　２－１ ○　２－１ ○　２－１ ３－０ １

女子Ｄクラス

Ｄ１ ＴＩＥ－Ｃ 久谷中Ｃ 松山東中Ｃ 松山南中Ｂ



女子Ｄクラス決勝トーナメント（Ｄ１以外抽選）

Ｄ１ 0 2 ③

2 0

① 2 98

2 0

90 ④

0

②

松山南中Ａ

道後中Ｂ

道後中Ａ

鴨川中Ａ

ＴＩＥ－Ｃ

松山南中Ｉ ×　０－３ ×　１－２ ０－２ ３

津田中５ ×　０－３ ○　２－１ １－１ ２

順位

道後中Ｃ ○　３－０ ○　３－０ ２－０ 1

Ｅ４ 道後中Ｃ 津田中５ 松山南中Ｉ 勝敗

道後中Ｆ ×　０－３ ×　１－２ ０－２ ３

津田中４ ×　０－３ ○　２－１ １－１ ２

順位

鴨川中Ｂ ○　３－０ ○　３－０ ２－０ １

Ｅ３ 鴨川中Ｂ 津田中４ 道後中Ｆ 勝敗

津田中６ ○　２－１ ×　０－３ １－１ ２

坂本ファイトジュニア ○　２－１ ○　３－０ ２－０ １

ゆんぽぽＢＣ ×　１－２ ×　１－２ ０－２ ３

１

Ｅ２ ゆんぽぽＢＣ 坂本ファイトジュニア 津田中６ 勝敗 順位

順位

２

３

松山南中Ｇ ○　２－１ ○　２－１ ２－０

津田中４
60

道後中Ｅ ×　０－３
2
×　１－２ ０－２

勝敗

√理羽Ｃ ○　３－０
30

×　１－２ １－１

女子Ｅクラス

Ｅ１ √理羽Ｃ 道後中Ｅ 津田中４ 松山南中Ｇ
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女子Ｅクラス決勝トーナメント（Ｅ１以外抽選）

0 2

0

0 2 0

1 96

2

88

2 2

道後中Ｃ

坂本ファイト
ジュニア

鴨川中Ｂ

道後中Ｄ

松山南中Ｇ

鴨川中Ｃ

松山南中Ｈ ×　０－３ ×　０－３ ０－２ ３

道後中Ｄ ○　３－０ ○　３－０ ２－０ １

順位

津田中３ ×　０－３ ○　３－０ １－１ ２

Ｅ６ 津田中３ 道後中Ｄ 松山南中Ｈ 勝敗

やるぞ坂本 ×　１－２ ×　０－３ ０－２ ３

鴨川中Ｃ ○　２－１ ○　３－０ ２－０ １

順位

松山南中Ｆ ×　１－２ ○　２－１ １－１ ２

Ｅ５ 松山南中Ｆ 鴨川中Ｃ やるぞ坂本 勝敗
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チーム名 監督名

1 松山西高OB会 青井博之 高橋徹 田中裕樹 青井博之 飯尾篤之 茅原史斗

2 愛媛大学A 五島健吾 五島健吾 服部一毅 渡邉一成 小村肇

3 √理羽A 吉門浩治 岡崎久倫 西尾俊汰 松田歩 森権太

4 松山南高A 高橋佳之 高橋佳之 坂本篤紀 山内崇也 渡部昌太

チーム名 監督名

1 TIE-A 木戸智晃 木戸智晃 小笠原浩文 鵜森洋旭 土居　拓磨 門田正之

2 FDクラブ(初戦外)和田彰三 坂本智明 河野公成 加賀山大輔 福田泰信 和田彰三

3 愛媛大学B 五島健吾 石崎啓資 吉川直志 船場海斗 川上大輔

4 松山南高B 乗松亮丞 乗松亮丞 福井悠太 宮崎拓巳 高須賀大

5 松山北高A 堀田大河 堀田大河 大野晃貴 速水雅知 森田暁海

6 松山北高B 畝星斗 畝星斗 松浦翼 大森亮介 片山大也

7 東温高A 濵岡恒敏 黒川郁也 杉野悠貴 村上涼佑 門屋由人

8 久谷中A 安永聡一郎 八坂教生 大森圭二 岡田堅信 弓岡蒼弥 山崎万葉

9 √理羽B 吉門浩治 神田宗欣 西山和希 牛尾健太 宮本理茂 木村仁哉

10 愛翔会 井川貴文 深田基史 井川貴文 井上来希 兵藤宏治 松下智也

１１松羽会 湯上　正章 湯上正章 高岡幸男 荒本和彦 横田典夫

チーム名 監督名

1 サタディーズ 西尾和宏 西尾和宏 芳野公次 藤岡公次 高橋元樹 木元響希

2 松山南高C 松岡健太郎 松岡健太郎 大西了嗣 相原洸太 古川文也

3 松山南高D 久保祐輔 久保祐輔 水代拓也 安部悌史 清水誠人 東方将也

4 松山中央A 松澤裕紀 長谷川魁斗 渡部拓海 坂本拓海 藤原太生

5 東温高B 濵岡恒敏 大野宗次郎 福岡悠之介 藤田直樹 安川公晟

6 東温高C 濵岡恒敏 池川東吾 村上拓弥 門屋光紀 曽我部勝旭

7 東温高D 濵岡恒敏 杉村優太 松下歩 山中祐哉 藤野陸希

8 道後北鴨 徳永友良 坂本大地 佐古田輝行 田中優志 徳永龍海

チーム名 監督名

1 久友クラブ 光田洋之 菅野進 池田明広 松野孝積 山口晃 光田洋之

2 TIE-B 宮崎洋二 宮崎洋二 多田羅広行 渡部宣人 三好一彦 岸本佳祐

3 松山中央B 松澤裕紀 宮本諒人 片本貴人 菊池俊介 三原拓也 中越寿弥

4 東温高E 濵岡恒敏 森阿那羅 埜々下宣希 相原佑紀 池川純平

5 松山東中A 山本誠 矢野龍基 渡邊慶太郎 中神佑磯 島田智生 森未来

６ Ｔeam　Ｂ

男子Aクラス

選手名

男子Bクラス

選手名

男子Cクラス

選手名

男子Dクラス

選手名



チーム名 監督名

1 チーム大森 井上真央 岩口卓裕 寺坂春信 松山誠 宇高純一 大森陽平

2 松山東中B 山本誠 高田息吹 海野森羅 安田勝太 保木口陸 大中昭徳

3 坂本DSS 押岡栄太郎 岡田勝信 岡田寛信 林涼太 弓岡煌叶 二神侑雅

チーム名 監督名

1 愛媛大学 五島健吾 杉本綾美 矢野夢子 白土心 森田美音 二ノ宮成

2 松山北高C 日野佑子 池内祐美子 山内遥菜 白石莉沙 日野佑子

3 松山北高D 石渡千紗都 宮本直緒 石渡千紗都 宇佐美里奈 坂本遥香

チーム名 監督名

1 松山北高E 松本沙矢 川下未紗 松本沙矢 川口瑞貴 亀岡詩歩

2 松山南高X 能田真美子 能田真美子 山下佳純 石川愛 杉野佑果

3 松山南高Y 橋掛香々桜 橋掛香々桜 川田奈緒 武智帆南 大舘佳歩

4 松山南高Z 松本薫 松本薫 中川日香莉 渡部文 重松真悠子

5 松山北高F 吉本梨帆 吉本梨帆 田坂優佳 直野咲 中平麻友

6 久谷中A 安永聡一郎 武田菜々葉 大野美空 三好南摘 小倉未紗栄 大野美海

7 坂本ファイアーズ押岡栄太郎 山内若菜 光田萌恵 二神心音 藤代愛

チーム名 監督名

1 TIE-C 続木奈津香 続木奈津香 加藤宏野 高須賀菜美 木下奈那

2 TeamB 後藤雅人 後藤雅人 池田優 藤本陸来 大川大貴 村上遼

3 松山北高G 加藤憧子 加藤憧子 高橋奈月子 山口久瑠実 坂東彩夏

4 松山北高H 三好佑佳 三好佑佳 増井菜穂子 井上菜々子 藤本直

5 久谷中B 安永聡一郎 木村蘭 相原涼花 平岡まつり 鶴原紗恵 松田結

6 久谷中C 安永聡一郎 山崎海瑚 石川陽菜 大森彩世 高市望生 安平萌倖

7 松山東中C 山本誠 濵中美希 森岡姫向 森岡万沙 森岡久沙 木本愛音

8 鴨川中A 山下優子 野口夏美 藤森楓 宇佐川美鈴 伊藤奏美 嶋家華乃穂

9 道後中A 坂本利夫 里脇千春 阿部笑里 東愛莉 宮本歩未 石田舞花

10 道後中B 坂本利夫 亀ノ上真子 外村美佳 都築果歩 小林明日香 中西ありす

11 津田中１ 武田友紀 眞弓凛花 森田千里 巻木葵 芳野陽菜 梶原悠季

12 津田中２ 武田友紀 大門葵 中井七愛 森山美月 川名彩水 二宮桜綺

13 松山南中A 前田智裕 浅岡有香 新野瑠奈 清家美樹 新居典夏 兵頭夢眞

14 松山南中B 前田智裕 日野伊尋 船本未菜美 石村柚奈 藤本なつき 周藤ひなた

15 松山南中C 前田智裕 片岡ひかる 中野朱音 阿部綾花 山﨑千夏 矢野有花

16 松山南中D 前田智裕 渡部文香 田中利奈 山中希予 高須賀柚 﨑本梨緒

17 松山南中E 前田智裕 立花芽生 北代愛奈 村門二千夏 三好愛梨 高田七海

選手名

女子Cクラス

選手名

女子Dクラス

選手名

男子Eクラス

選手名

女子Aクラス



女子Eクラス

チーム名 監督名

1 √理羽C 吉門浩治 斉藤彩美 粕谷満知子 大西佳澄 小田原有希 三澤麻里奈

2 ゆんぽぽBC 楠涼子 楠涼子 永井直美 岡匡代 村上陽子 杉野陽子

3 松山東中D 山本誠 中津悠莉 山本沙千 宮崎もな 嶋本有理

4 鴨川中B 山下優子 白石すみれ 鈴木花 高橋茜己子 田坂彩実

5 鴨川中C 山下優子 篠原愛海 重松佐夜 藤村愛海 土居千夏

6 道後中C 坂本利夫 山崎愛佳 笠見朝香 横井こころ 仙田里歩

7 道後中D 坂本利夫 川井和 古賀ゆうり 増田梨花 佐藤名奈夏 是沢彩香

8 道後中E 坂本利夫 丹下美季 中西華英 渡部千穂 杉本心春 宮部香菜美

9 道後中F 坂本利夫 中川真由南 相原星七 八束夏希 尾上ことの 山口彩香

10 坂本ファイトｼﾞｭﾆｱ押岡栄太郎 林真衣 相原美保 河野花実 小倉美幸

11 やるぞ！坂本 押岡栄太郎 三神玲奈 河野咲音 八坂美乃里 松本未来

12 津田中３ 武田友紀 藤岡凛 河村萌 川村菜々 栗原希 池内愛実

13 津田中４ 武田友紀 三浦亜有 一色香奈 河﨑涼 井門綾花 松岡ひかり

14 津田中５ 武田友紀 小笠原遥香 濱田優衣 宮﨑来湖 村上菜月 中川瑞生

15 津田中６ 武田友紀 澤井愛美 竹岡心優 榎本美桜 乾栞菜 眞鍋由美

16 松山南中F 前田智裕 山口遍音 長明泉 小川愛 武内亜珠美 堀綾華

17 松山南中G 前田智裕 篠原理衣 大堀瑠衣那 村上舞 伊藤楓香 河崎萌花

18 松山南中H 前田智裕 鶴井花凛 中岡彩月 八塚向日葵 林和香菜 伊藤萌香

19 松山南中Ｉ 前田智裕 重谷二千初 兒玉亜侑 花見愛香 森田茉樹 西岡里紗

選手名


