
１部　（４チーム）　　　※２１点×３セット（デュースあり）

Ｚ 津田体協 日亜化学工業Ａ 沖洲体協 勝敗 順位

Ｚ ○2-1 ○3-0 ×1-2 2-1 2

津田体協 ×1-2 ×1-2 ×0-3 0-3 4

日亜化学工業Ａ ×0-3 ○2-1 ×0-3 1-2 3

沖洲体協 ○2-1 ○3-0 ○3-0 3-0 1

２部　（１２チーム）　　　※２１点×３セット（デュースあり）

・Ａリーグ

キツめの八重歯 四国大学OB team T&S くわの体協 勝敗 順位

キツめの八重歯 ○3-0 ○2-1 ○2-1 3-0 1

四国大学OB ×0-3 ×1-2 ×1-2 0-3 4

team T&S ×1-2 ○2-1 ×1-2 1-2 3

くわの体協 ×1-2 ○2-1 ○2-1 2-1 2

・Ｂリーグ

クラブ宮井Ｃ 日亜化学工業Ｂ スリーピース チームスチューデント 勝敗 順位

クラブ宮井Ｃ ○2-1 ×1-2 ×1-2 1-2 3

日亜化学工業Ｂ ×1-2 ×0-3 ×1-2 0-3 4

スリーピース ○2-1 ○3-0 ×1-2 2-1 2

チームスチューデント ○2-1 ○2-1 ○2-1 3-0 1

・Ｃリーグ

バレット チームレディース クラブ宮井Ｂ 板野JBC Ａ 勝敗 順位

バレット ○2-1 ○2-1 ×0-3 2-1 2

チームレディース ×1-2 ○3-0 ×1-2 1-2 3

クラブ宮井Ｂ ×1-2 ×0-3 ×0-3 0-3 4

板野JBC Ａ ○3-0 ○2-1 ○3-0 3-0 1



３部　（1４チーム）　　　※２１点×３セット（デュースあり）

・Ａリーグ

・Ｂリーグ

・Cリーグ

クラブ宮井Ａ くまのトゥーさん 日亜化学工業Ｃ 阿南高専Ｃ 勝敗 順位

クラブ宮井Ａ ○2-1 ○2-1 ×0-3 2-1 2

くまのトゥーさん ×1-2 ×0-3 ×0-3 0-3 4

日亜化学工業Ｃ ×1-2 ○3-0 ×1-2 1-2 3

阿南高専Ｃ ○3-0 ○3-0 ○2-1 3-0 1

阿南高専Ａ かっぱ team pinky 王子クラブＡ シャトルズ 勝敗 順位

阿南高専Ａ ○2-1 ×0-3 ○2-1 ×1-2 2-2 3

かっぱ ×1-2 ×0-3 ○2-1 ×0-3 1-3 4

team pinky ○3-0 ○3-0 ○3-0 ×1-2 3-1 2

王子クラブＡ ×1-2 ×1-2 ×0-3 ×0-3 0-4 5

シャトルズ ○2-1 ○3-0 ○2-1 ○3-0 4-0 1

王子クラブＢ 阿南高専Ｂ 八南JBC チームハードワーク 藤岡ひがし 勝敗 順位

王子クラブＢ ○3-0 ×1-2 ×0-3 ○3-0 2-2 3

阿南高専Ｂ ×0-3 ×0-3 ×0-3 ×1-2 0-4 5

八南JBC ○2-1 ○3-0 ×0-3 ○3-0 3-1 2

チームハードワーク ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 4-0 1

藤岡ひがし ×0-3 ○2-1 ×0-3 ×0-3 1-3 4

阿南高専Ｃ ○3-0 ○3-0 ○2-1 3-0 1

初級　（８チーム）　　　※１５点×３セット（デュースあり）

・Ａリーグ

クレストＡ チームウルティマ クレストＣ NICHIA Beginners 勝敗 順位

クレストＡ ○2-1 ○2-1 ×1-2 2-1 1

チームウルティマ ×1-2 ×0-3 ○2-1 1-2 4

クレストＣ ×1-2 ○3-0 ×1-2 1-2 3

NICHIA Beginners ○2-1 ×1-2 ○2-1 2-1 2

・Ｂリーグ

板野JBC Ｂ キューピット チーム北島初級 クレストＢ 勝敗 順位

板野JBC Ｂ ×1-2 ×1-2 ×1-2 0-3 4

キューピット ○2-1 ○2-1 ×1-2 2-1 1

チーム北島初級 ○2-1 ×1-2 ○2-1 2-1 3

クレストＢ ○2-1 ○2-1 ×1-2 2-1 2

※順位は総得失セット数、総得失点数により決定

※順位は総得失セット数、総得失点数により決定

阿南高専Ａ かっぱ team pinky 王子クラブＡ シャトルズ 勝敗 順位

阿南高専Ａ ○2-1 ×0-3 ○2-1 ×1-2 2-2 3

かっぱ ×1-2 ×0-3 ○2-1 ×0-3 1-3 4

team pinky ○3-0 ○3-0 ○3-0 ×1-2 3-1 2

王子クラブＡ ×1-2 ×1-2 ×0-3 ×0-3 0-4 5

シャトルズ ○2-1 ○3-0 ○2-1 ○3-0 4-0 1

王子クラブＢ 阿南高専Ｂ 八南JBC チームハードワーク 藤岡ひがし 勝敗 順位

王子クラブＢ ○3-0 ×1-2 ×0-3 ○3-0 2-2 3

阿南高専Ｂ ×0-3 ×0-3 ×0-3 ×1-2 0-4 5

八南JBC ○2-1 ○3-0 ×0-3 ○3-0 3-1 2

チームハードワーク ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 4-0 1

藤岡ひがし ×0-3 ○2-1 ×0-3 ×0-3 1-3 4


