
Ａ１ 愛媛大学Ａ パイネＪＡＰＡＮ ｗｉｎｇｓ Ｔａｋａｈａｍａ 勝敗 順位

愛媛大学Ａ 〇3-0 〇3-0 〇3-0 3-0 1

パイネＪＡＰＡＮ ×0-3 〇3-0 ×1-2 1-2 3

ｗｉｎｇｓ ×0-3 ×0-3 ×0-3 0-3 4

Ｔａｋａｈａｍａ ×0-3 〇2-1 〇3-0 2-1 2

Ａ２ 愛媛大学Ｂ ＴＨＥ　ＤＡＩ teamひょっこりはん 勝敗 順位

愛媛大学Ｂ ×1-2 ×0-3 0-2 3

ＴＨＥ　ＤＡＩ 〇2-1 〇2-1 2-0 1

teamひょっこりはん 〇3-0 ×1-2 1-1 2

Ｂ１ 愛翔幼稚園 久友クラブ ＦＤアイユークラブ 久谷中Ａ 勝敗 順位

愛翔幼稚園 〇2-1 〇3-0 〇3-0 3-0 1

久友クラブ ×1-2 〇3-0 ×1-2 1-2 3

ＦＤアイユークラブ ×0-3 ×0-3 ×1-2 0-3 4

久谷中Ａ ×0-3 〇2-1 〇2-1 2-1 2

Ｂ２ team R ＆Ｍ チームおしるこ 愛翔会Ｂ 勝敗 順位

team R ＆Ｍ ×1-2 〇2-1 1-1 2

チームおしるこ 〇2-1 〇2-1 2-0 1

愛翔会Ｂ ×1-2 ×1-2 0-2 3

B1 B2

ＴＨＥ　ＤＡＩ愛媛大学Ａ
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Ｃ１ 津田クラブ 浅田家 愛媛大学Ｃ 砥部中学校 勝敗 順位

津田クラブ ×1-2 〇2-1 〇2-1 2-1 2

浅田家 〇2-1 〇2-1 〇2-1 3-0 1

愛媛大学Ｃ ×1-2 ×1-2 ×1-2 0-3 4

砥部中学校 ×1-2 〇2-1 ×1-2 1-2 3

Ｃ２ 味酒クラブ チームhana Ｓ４ 松山北Ａ 勝敗 順位

味酒クラブ ×1-2 ×1-2 〇2-1 1-2 2

チームhana 〇2-1 〇3-0 〇2-1 3-0 1

Ｓ４ 〇2-1 ×0-3 ×1-2 1-2 4

松山北Ａ ×1-2 ×1-2 〇2-1 1-2 3

C1 C2

Ｄ１ 松山北Ｂ 久谷中Ｚ ＩＩＴＳＹボーイズ（Ｅクラス） 松山東中Ａ（Ｅクラス） 勝敗 順位

松山北Ｂ 〇3-0 〇3-0
オープン

×1-2
オープン

1-0 1

久谷中Ｚ ×0-3 ×1-2
オープン

×0-3
オープン

0-1 2

ＩＩＴＳＹボーイズ（Ｅクラス） ×0-3
オープン

〇2-1
オープン

×0-3 0-1 2

松山東中Ａ（Ｅクラス） 〇2-1
オープン

〇3-0
オープン

〇3-0 1-0 1 Ｅ優勝

Ｄ２ 農バド 久谷中ＪＰ スプラトゥーン 勝敗 順位

農バド ×1-2 〇2-1 1-1 2

久谷中ＪＰ 〇2-1 ×0-3 1-1 3

スプラトゥーン ×1-2 〇3-0 1-1 1

男子Ｃクラス　決勝

浅田家 チームhana

味酒クラブ・松山北Ａは、得点率にて味酒クラブが2位となります

0-2

男子Ｄ・Ｅクラス

男子Ｃクラス



Ｄ３ 松山北Ｃ 聖カタリナ学園高校 ＳＳＭＴひょっこり班 勝敗 順位

松山北Ｃ 〇2-1 ×0-3 1-1 3

聖カタリナ学園高校 ×1-2 ×0-3 0-2 2

ＳＳＭＴひょっこり班 〇3-0 〇3-0 2-0 1

久谷中Ａ Ｔｅａｍフラぺ 愛媛大学Ｄ 愛翔会 松山北Ｘ 勝敗 順位

久谷中Ａ 〇2-1 〇3-0 2-0 1

Ｔｅａｍフラぺ ×1-2 〇2-1 1-1 3

愛媛大学Ｄ 〇2-1 〇2-1 2-0 2

愛翔会 ×1-2 ×1-2 0-2 4

松山北Ｘ ×0-3 ×1-2 0-2 5

2-1

2-1

男子Ｄクラス　決勝トーナメント

2-1

女子Ａクラス　決勝

松山北Ｂ

ＳＳＭＴひょっこり班

スプラトゥーン

女子Ａクラス

久谷中Ａ 愛媛大学Ｄ



市民クラブ.Ｊ Ｔｅａｍスワークル バトラーズ チームつくし 鴨川中Ａ 勝敗 順位

市民クラブ.Ｊ 〇2-1 ×1-2 1-1 3

Ｔｅａｍスワークル 〇2-1 〇2-1 2-0 1

バトラーズ ×1-2 〇2-1 1-1 2

チームつくし ×1-2 ×1-2 0-2 5

鴨川中Ａ 〇2-1 ×1-2 1-1 4

ＤＡＲＳ ＴＨＥ　ＤＡＩ チーム東雲 久谷中Ｂ 勝敗 順位

ＤＡＲＳ ×1-2 ×0-3 ×1-2 0-3 4

ＴＨＥ　ＤＡＩ 〇2-1 ×0-3 ×1-2 1-2 3

チーム東雲 〇3-0 〇3-0 ×1-2 2-1 2

久谷中Ｂ 〇2-1 〇2-1 〇2-1 3-0 1

Ｄ１ 久友クラブ 鴨川中Ｂ 道後中Ｄ 津田中γ 勝敗 順位

久友クラブ ×1-2 〇3-0 〇3-0 2-1 2

鴨川中Ｂ 〇2-1 〇3-0 〇3-0 3-0 1

道後中Ｄ ×0-3 ×0-3 〇2-1 1-2 3

津田中γ ×0-3 ×0-3 ×1-2 0-3 4

Ｄ２ 松山北Ｙ 道後中Ａ 津田中β 勝敗 順位

松山北Ｙ ×0-3 ×1-2 0-3 3

道後中Ａ 〇3-0 〇3-1 2-0 1

津田中β 〇2-1 ×0-3 1-1 2

Ｔｅａｍスワークル バトラーズ
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Ｄ３ copain 松山南Ａ 坂本ファイブ 勝敗 順位

copain 〇3-0 〇2-1 2-0 1

松山南Ａ ×0-3 ×1-2 0-2 3

坂本ファイブ ×1-2 〇2-1 1-1 2

Ｄ４ 松山北Ｚ 津田中α 道後中Ｃ 勝敗 順位

松山北Ｚ ×0-3 ×1-2 0-2 3

津田中α 〇3-0 〇3-0 2-0 1

道後中Ｃ 〇1-2 ×0-3 1-1 2

Ｄ５ チーム東雲 鴨川中Ｃ 道後中Ｂ 勝敗 順位

チーム東雲 〇2-1 ×0-3 1-1 3

鴨川中Ｃ ×1-2 ×0-3 0-2 2

道後中Ｂ 〇3-0 〇3-0 2-0 1

2-0
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道後中Ｂ

津田中α

copain

道後中Ａ

鴨川中Ｂ
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Ｅ１ 松山南Ｂ 津田中Ｂ 鴨川中Ｅ 勝敗 順位

松山南Ｂ ×0-3 〇3-0 1-1 2

津田中Ｂ 〇3-0 〇3-0 2-0 1

鴨川中Ｅ ×0-3 ×0-3 0-2 3

Ｅ２ 津田中Ｃ 松山東中Ｃ 松山南Ｆ 勝敗 順位

津田中Ｃ 〇3-0 〇3-0 2-0 1

松山東中Ｃ ×0-3 〇3-0 1-1 2

松山南Ｆ ×0-3 ×0-3 0-2 3

Ｅ３ 松山南Ｅ 道後中Ｆ 津田中Ｄ 勝敗 順位

松山南Ｅ ×0-3 ×0-3 0-2 3

道後中Ｆ 〇3-0 ×1-2 1-1 2

津田中Ｄ 〇3-0 〇2-1 2-0 1

E４ 道後中Ｅ 鴨川中Ｄ 松山南Ｄ 勝敗 順位

道後中Ｅ ×1-2 〇3-0 1-1 2

鴨川中Ｄ 〇2-1 〇3-0 2-0 1

松山南Ｄ ×0-3 ×0-3 0-2 3

Ｅ５ 津田中Ａ 松山南Ｃ 松山東中Ｂ 勝敗 順位

津田中Ａ 〇3-0 ×1-2 1-1 2

松山南Ｃ ×0-3 ×1-2 0-2 3

松山東中Ｂ 〇2-1 〇2-1 2-0 1

E5
津田中Ｄ
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