
Ａ１ チーム連合 愛媛大学B 松山北高B 勝敗 順位

チーム連合 ×1-2 ○3-0 1-1 2

愛媛大学B ○2-1 ○2-1 2-0 1

松山北高B ×0-3 ×1-2 0-2 3

Ａ２ ｍｙ　ｗaｙ 愛媛大学A 松山北高A 勝敗 順位

ｍｙ　ｗaｙ ×1-2 ○3-0 1-1 2

愛媛大学A ○2-1 ○2-1 2-0 1

松山北高A ×0-3 ×1-2 0-2 3

A1 A2

Ｂ１ 梅野Japan 津田クラブ 東温高校B 久谷中A 勝敗 順位

梅野Japan ○キケン ×1-2 ○2-1 2-1 2

津田クラブ ×キケン ×キケン ×キケン キケン 4

東温高校B ○2-1 ○キケン ○3-0 3-0 1

久谷中A ×1-2 ○キケン ×0-3 1-2 3

Ｂ２ 水鳥軍団A FDクラブ 松山北高C 勝敗 順位

水鳥軍団A ○2-1 ○3-0 2-0 1

FDクラブ ×1-2 ○2-1 1-1 2

松山北高C ×0-3 ×1-2 0-2 3

Ｂ３ TIE・A 愛翔会A 東温高校A 勝敗 順位

TIE・A ×0-3 ×0-3 0-2 3

愛翔会A ○3-0 ×1-2 1-1 2

愛媛大学A愛媛大学B

男子Ａクラス

男子Ａクラス決勝

0-2

男子Ｂクラス



東温高校A ○3-0 ○2-1 2-0 1

Ｂ４ √理羽 愛媛県民 チーム　おしるこ 勝敗 順位

√理羽 ×1-2 ○2-1 1-1 2

愛媛県民 ○2-1 ○3-0 2-0 1

チーム　おしるこ ×1-2 ×0-3 0-2 3

Ｂ１ Ｂ３

Ｂ４ Ｂ２

Ｃ１ 水鳥軍団B 東温高校D 松山工業A H　S　T　Y 勝敗 順位

水鳥軍団B ○2-1 ○2-1 ×1-2 2-1 2

東温高校D ×1-2 ○2-1 ×1-2 1-2 3

松山工業A ×1-2 ×1-2 ×1-2 0-3 4

H　S　T　Y ○2-1 ○2-1 ○2-1 3-0 1

Ｃ２ 久友クラブ 松山北高D 松山中央A 勝敗 順位

久友クラブ ○3-0 ○3-0 2-0 1

松山北高D ×0-3 ×1-2 0-2 3

松山中央A ×0-3 ○2-1 1-1 2

Ｃ３ 愛翔会B MKウイング 東温高校C 勝敗 順位

愛翔会B ○3-0 ×1-2 1-1 2

MKウイング ×0-3 ×0-3 0-2 3

東温高校C ○2-1 ○3-0 2-0 1

東温高校A

水鳥軍団A

東温高校B

愛媛県民

男子Ｃクラス

男子Ｂクラス決勝トーナメント

2-1 2-1
2-1



Ｃ４ hana ハーブス 松山南高A 勝敗 順位

hana ○2-1 ×1-2 1-1 2

ハーブス ×1-2 ×0-3 0-2 3

松山南高A ○2-1 ○3-0 2-0 1

Ｃ１ Ｃ３

Ｃ４ Ｃ２

Ｄ１ TIE・B 東温高校F 松山東中 久谷中C 勝敗 順位

TIE・B ×1-2 ×1-2 ○3-0 1-2 3

東温高校F ○2-1 ×0-3 ○2-1 2-1 2

松山東中 ○2-1 ○3-0 ○3-0 3-0 1

久谷中C ×0-3 ×1-2 ×0-3 0-3 4

Ｄ２ Team　も☆rich 松山北F 松山中央B 勝敗 順位

Team　も☆rich ×1-2 ○3-0 1-1 2

松山北F ○2-1 ○2-1 2-0 1

松山中央B ×0-3 ×1-2 0-2 3

Ｄ３ 愛翔会 東温高校E 久谷中B 勝敗 順位

愛翔会 ○2-1 ○2-1 2-0 1

東温高校E ×1-2 ○2-1 1-1 2

久谷中B ×1-2 ×1-2 0-2 3

松山南高A

H　S　T　Y

久友クラブ

東温高校C

男子Ｄクラス

男子Ｃクラス決勝トーナメント

0-2 2-1
0-2



Ｄ４ 農バド 松山北高E 松山工業B 勝敗 順位

農バド ×1-2 ○3-0 1-1 1

松山北高E ○2-1 ×1-2 1-1 2

松山工業B ×0-3 ○2-1 1-1 3

Ｄ１ Ｄ３

Ｄ４ Ｄ２

Team　フラぺ 久谷中A 東温高校J チーム　SNNK 勝敗 順位

Team　フラぺ ×0-3 ×1-2 ○2-1 1-2 3

久谷中A ○3-0 ○2-1 ○2-1 3-0 1

東温高校J ○2-1 ×1-2 ○2-1 2-1 2

チーム　SNNK ×1-2 ×1-2 ×1-2 0-3 4

フルーツポンチ 松山北高Z 松山南高X 松山北高Y 勝敗 順位

フルーツポンチ ○1-2 ×1-2 ○2-1 2-1 2

松山北高Z ×2-1 ×2-1 ×2-1 オープン 4

松山南高X ○2-1 ○1-2 ○2-1 3-0 1

松山北高Y ×1-2 ○1-2 ×1-2 1-2 3

松山南高Z 久谷中B 東温高校K 鴨川中A 勝敗 順位

松山南高Z ×1-2 ×0-3 ×1-2 0-3 4

久谷中B ○2-1 ×0-3 ×0-3 1-2 3

東温高校K ○3-0 ○3-0 ○2-1 3-0 1

松山北F

愛翔会

農バド

松山東中

男子Ｄクラス決勝トーナメント

女子Ａクラス

女子Ｂクラス

2-0 2-0
1-2

女子Ｃクラス



鴨川中A ○2-1 ○3-0 ×1-2 2-1 2

Ｄ１ 久友クラブ H2Y2 津田中C 勝敗 順位

久友クラブ ×0-3 ○3-0 1-1 2

H2Y2 ×0-3 ×0-3 2-0 1

津田中C ×0-3 ×0-3 0-2 3

Ｄ２ ＴＩＥ．Ｃ 松山南中Ｂ 道後中C 勝敗 順位

ＴＩＥ．Ｃ ×1-2 ×1-2 0-2 3

松山南中Ｂ ○2-1 ×1-2 1-1 2

道後中C ○2-1 ○2-1 2-0 1

Ｄ３ 東温高校G 津田中A 松山南中Ｃ 勝敗 順位

東温高校G ○3-0 ○3-0 2-0 1

津田中A ×0-3 ×0-3 キケン 3

松山南中Ｃ ×0-3 ○3-0 1-1 2

Ｄ４ 東温高校H 松山南中Ａ 津田中B 勝敗 順位

東温高校H ×0-3 ○2-1 1-1 2

松山南中Ａ ○3-0 ○3-0 2-0 1

津田中B ×1-2 ×0-3 0-2 3

Ｄ５ 松山北高W 東温高校I 道後中A 勝敗 順位

松山北高W ×0-3 ×0-3 0-2 3

東温高校I ○3-0 ×0-3 1-1 2

道後中A ○3-0 ○3-0 2-0 1

Ｄ６ 松山北高X 道後中B 鴨川中B 勝敗 順位

松山北高X ×0-3 ○2-1 1-1 2

道後中B ○3-0 ○3-0 2-0 1

鴨川中B ×1-2 ×0-3 0-2 3

女子Ｄクラス



Ｄ１ Ｄ３

Ｄ５
Ｄ６

Ｄ４ Ｄ２

Ｅ１ 道後中D 津田中F 道後中G 勝敗 順位

道後中D ○3-0 ○3-0 2-0 1

津田中F ×0-3 ○2-1 1-1 2

道後中G ×0-3 ×1-2 オープン 3

Ｅ２ 津田中D 鴨川中D 道後中F 勝敗 順位

津田中D ○3-0 ○3-0 2-0 1

鴨川中D ×0-3 ○3-0 1-1 2

道後中F ×0-3 ×0-3 0-2 3

Ｅ３ 鴨川中C 道後中E 津田中E 勝敗 順位

鴨川中C ×1-2 ○2-1 1-1 2

道後中E ○2-1 ○3-0 2-0 1

津田中E ×1-2 ×0-3 0-2 3

3

1

2

道後中D

道後中E

津田中D

女子Ｅクラス

女子Ｅクラス決勝トーナメント（抽選）

1-2
1-2

道後中A

松山南中Ａ

東温高校G

松山北高X

道後中C

H2Y2

2-0

0-2

1-2 2-0
2-0

女子Ｄクラス決勝トーナメント


