
大会結果

優 勝 ： 高知銀行 （高知）
四国電力 ＶＳ

松山市役
所

準 優 勝 ： 日亜化学 （徳島）
熊代　崇紀 萩森　弘樹 ３ 位 ： 松山市役 （愛媛）
後藤英一郎 平塚健一郎 ４ 位 ： いよぎんＴ （愛媛）

Ｓ 岡崎　康太 2-8 山本　健太
戸田　隆行 菅　　亮輔 2-1
多田　健人 井手　宏典

1-2

松山市役所 ＶＳ 高知銀行
菅　　亮輔 安井　秀成
平塚健一郎 山岡　昌平

Ｓ 山本　健太 4-8 竹田　誠
井手　宏典 坂口　達郎 2-1
萩森　弘樹 弘田　紳

1-2

大塚製薬 ＶＳ 高知銀行
引田　章二 坂口　達郎
高石　悠貴 弘田　紳

Ｓ 鈴江　昌展 2-8 竹田　誠
近藤　聡志 安井　秀成 2-1
大本　浩嗣 山岡　昌平

1-2

【 決 勝 】
高知銀行 ＶＳ 日亜化学
安井　秀成 原田 裕也
山岡　昌平 田中　利彦 高知銀行

Ｓ 竹田　誠 8-4 菅生　雅斗 2-1
坂口　達郎 古山 秀樹
弘田　紳 菅生　陵馬

2-1
日亜化学 ＶＳ JR四国
原田 裕也 藤川　修一
田中　利彦 濱田　陽介

Ｓ 菅生　雅斗 8-3 松本　拓郎
古山 秀樹 小川　和洋 3-0
菅生　陵馬 上野　智弘

3-0 　

日亜化学 ＶＳ いよぎんＴＣ
原田 裕也 石田　文生
古山 秀樹 今井　満

Ｓ 黒川 貴史 8-4 木田　誠
菅生　陵馬 横井　晃一 2-0
菅生　雅斗 近藤　真司

2-0

高知教員 ＶＳ
いよぎんＴ
Ｃ

吉岡　優誠 石田　文生
吉田　祐 今井　満 　

Ｓ 井上　聡 8-6 大西　康雄
萩森　司 河崎　徳彦 2-1 　
松木　啓 横井　晃一

1-2

【３位決定戦】 【２位決定戦】

松山市役所 ＶＳ
いよぎんＴ
Ｃ

日亜化学 ＶＳ 松山市役所
萩森　弘樹 大西　康雄 菅生　陵馬 菅　　亮輔
山本　健太 木田　誠 菅生　雅斗 平塚健一郎

Ｓ 平塚健一郎 1-8 横井　晃一 Ｓ 田中　利彦 4-8 山本　健太 日亜化学
菅　　亮輔 河崎　徳彦 原田 裕也 井手　宏典 2-1
井手　宏典 石田　文生 黒川 貴史 萩森　弘樹

2-1 2-1

1

3 大塚製薬 （徳島県）

Ｄ２ 4-8

四国電力 （香川県）

8-3

2

＜ 男 子 ＞

松山市役所 （愛媛県） Ｄ１

Ｄ１

8-1

Ｄ１ 2-8

Ｄ２ 5-8

4 高知銀行 （高知県）
6-8

9-8(3)

Ｄ１ 9-7

Ｄ２ 8-6

5 日亜化学 （徳島県） Ｄ２

Ｄ２ 8-6

Ｄ１

Ｄ２ 7-6

Ｄ１

7 高知教職員 （高知県）

6

Ｄ１ 2-8

8-2

（徳島県）

Ｄ２ 5-8

日亜化学

いよぎんＴＣ

JR四国 （香川県）

Ｄ１

松山市役所 （愛媛県） 日亜化学

8 いよぎんＴＣ （愛媛県）

8-2

（愛媛県）

9-7

Ｄ２ 8-5 2-1 Ｄ２ 8-6

Ｄ１

松山市役所

いよぎんＴＣ （愛媛県）

松山市役所

①シード前年同大会優勝県(香川県)、県予選１位（四国電力）
②シード前年同大会２位県（愛媛県）、県予選１位の（いよぎんＴＣ）

高知銀行

松山市役所

高知銀行

日亜化学
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①シード前年同大会優勝県(高知県)、県予選１位（高知県庁）
②シード前年同大会２位県(愛媛県)、県予選１位（松山市役所）

優 勝 ： 百十四銀 （香川）
準 優 勝 ： 松山市役 （愛媛）
３ 位 ： 高知県庁 （高知）
４ 位 ： 高知教職員 （高知）

高知県庁 ＶＳ 百十四銀行
前田　淑 松下あさみ
田中　知香 山本百合絵

Ｓ 西内　優子 3-8 西　愛美
片岡　明子 脇　由美子 2-1
高橋　環 長井美友紀

1-2

徳島赤十字病院 ＶＳ
百十四銀
行

川淵亜由美 松下あさみ
山形　聡子 森岡早百合

Ｓ 宮野　百代 0-8 西　愛美
當別當庸子 脇　由美子 2-1
森下実菜子 長井美友紀

1-2

【 決 勝 】
百十四銀行 ＶＳ 松山市役所
松下あさみ 渡部　紀子
山本百合絵 片山　亜衣 百十四銀行

Ｓ 西　愛美 8-0 小山田文緒 2-1
脇　由美子 高田　美紀
長井美友紀 山岡　美保

2-1
阿波銀行 ＶＳ 高知教職員
青木　厚子 高橋　理加
楠　景子 桑原　純香

Ｓ 吉川真由美 8-0 盛田奈々代
田岡　仁美 宇田　京子 2-1
馬渕　尚子 江渕　加奈

1-2

高知教職員 ＶＳ 松山市役所
高橋　理加 渡部　紀子
桑原　純香 片山　亜衣

Ｓ 盛田奈々代 3-8 小山田文緒
宇田　京子 高田　美紀 2-1
江渕　加奈 山岡　美保

1-2

 

【順位決定戦】 【２位決定戦】

高知県庁 ＶＳ 高知教職員 松山市役所 ＶＳ 高知県庁
山下　亜貴 宇田　京子 渡部　紀子 田中　知香
片岡　明子 江渕　加奈 片山　亜衣 高橋　環

Ｓ 西内　優子 8-0 盛田奈々代 Ｓ 小山田文緒 1-8 西内　優子 松山市役所
前田　淑 高橋　理加 高田　美紀 前田　淑 2-1
田中　知香 桑原　純香 山岡　美保 片岡　明子

2-1 2-1

1 高知県庁 （高知県）

2

徳島赤十字病院 （徳島県）

Ｄ１BYE

3

百十四銀行 （香川県）

Ｄ１ 8-0

4
Ｄ１

6

Ｄ２ 3-8

4-8

Ｄ２ 3-8

8 松山市役所 （愛媛県）

7

Ｄ１

Ｄ２

Ｄ１

5 阿波銀行 （徳島県）

BYE

（愛媛県）

8-4Ｄ１

松山市役所

8-6 2-1 Ｄ２

高知県庁

8-0

Ｄ２ 3-8

＜ 女 子 ＞

松山市役所

高知県庁

Ｄ２

高知県庁 （高知県）

1-8

9-8(5)

高知教職員 （高知県）

（高知県）

Ｄ１ 4-8

高知教職員 （高知県）

9-7

百十四銀行

高知教職員

百十四銀行

Ｄ２ 8-4

0-8
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