
１部　（6チーム）　　　※２１点×３セット（デュースあり）

・Ａリーグ

チームＰＯＮＺ スリーピース Jester　Ａ 勝敗 順位

チームＰＯＮＺ 〇2-1 ×1-2 1-1 2

スリーピース ×1-2 ×1-2 0-2 3

Jester　Ａ 〇2-1 〇2-1 2-0 1

・Ｂリーグ

渭東体協 桑野体協
マルチェマリリッサ

徳島大学 勝敗 順位

渭東体協 〇2-1 〇2-1 2-0 1

桑野体協
マルチェマリリッサ

×1-2 ×1-2 0-2 3

徳島大学 ×1-2 〇2-1 1-1 2

順位決定戦

２部　（４チーム）　　　※２１点×３セット（デュースあり）

TEAM　 ITSE バレット ＩＪＢＣ　Ａ シャトンシャクチン 勝敗 順位

TEAM　 ITSE 〇3-0 〇2-1 〇2-1 3-0 1

バレット ×0-3 〇2-1 〇3-0 2-1 2

ＩＪＢＣ　Ａ ×1-2 ×1-2 〇2-1 1-2 3

シャトンシャクチン ×1-2 ×0-3 ×1-2 0-3 4

・5位、6位決定戦 スリーピース 桑野体協
マルチェマリリッサ1-2

・1位、2位決定戦 Jester　Ａ 渭東体協1-2

・3位、4位決定戦 チームＰＯＮＺ 徳島大学3-0



３部　（８チーム）　　　※２１点×３セット（デュースあり）

・Ａリーグ

八南JBC 王子クラブＢ スーパーＺ TEAM TKSK 勝敗 順位

八南JBC 〇2-1 〇2-1 〇2-1 3-0 1

王子クラブＢ ×1-2 〇3-0 ×1-2 1-2 2

スーパーＺ ×1-2 ×0-3 〇2-1 1-2 4

TEAM TKSK ×1-2 〇2-1 ×1-2 1-2 3

・Ｂリーグ

team T&S クレストＣ 王子クラブＡ TEAM NKIY 勝敗 順位

team T&S ×0-3 〇3-0 〇3-0 2-1 2

クレストＣ 〇3-0 〇3-0 〇3-0 3-0 1

王子クラブＡ ×0-3 ×0-3 〇3-0 1-2 3

TEAM NKIY ×0-3 ×0-3 ×0-3 0-3 4

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 ＩＪＢＣ　Ｂ
桑野体協

マリトッツォ
チームMPBC (A）
チームウルティマ

勝敗 順位

クレストＡ 〇3-0 〇3-0 〇2-1 3-0 1

ＩＪＢＣ　Ｂ ×0-3 ×1-2 ×1-2 0-3 4

桑野体協
マリトッツォ

×0-3 〇2-1 ×0-3 1-2 3

チームMPBC (A）
チームウルティマ

×1-2 〇2-1 〇3-0 2-1 2

・Ｂリーグ

クレストＢ
桑野体協

トゥンカロン
チームMPBC (B）
チームボニータ

Beginners 勝敗 順位

クレストＢ 〇3-0 ×1-2 〇2-1 2-1 2

桑野体協
トゥンカロン

×0-3 ×0-3 ×0-3 0-3 4

チームMPBC (B）
チームボニータ

〇2-1 〇3-0 〇2-1 3-0 1

Beginners ×1-2 〇3-0 ×1-2 1-2 3

※2位～4位はセット数で決定
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スーパーＺ ×1-2 ×0-3 〇2-1 1-2 4

TEAM TKSK ×1-2 〇2-1 ×1-2 1-2 3

・Ｂリーグ
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TEAM NKIY ×0-3 ×0-3 ×0-3 0-3 4

初級　（８チーム）　　　※１５点×３セット（デュースあり）

・Ａリーグ
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・Ｂリーグ

クレストＢ
桑野体協

トゥンカロン
チームMPBC (B）
チームボニータ

Beginners 勝敗 順位

クレストＢ 〇3-0 ×1-2 〇2-1 2-1 2
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トゥンカロン

×0-3 ×0-3 ×0-3 0-3 4

チームMPBC (B）
チームボニータ

〇2-1 〇3-0 〇2-1 3-0 1

Beginners ×1-2 〇3-0 ×1-2 1-2 3

※2位～4位はセット数で決定


