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(済美) 108

105

101

97

93

近藤 (新田) 107

54 篠崎 (済美) 松田

53 生嶋 (松山聖陵)

52 正岡 (新田) 池内 (東温) 106

(宇和島南中等) 104

51 本田 (松山商業) 大内 (松山商業)

小松 (松山東) 103

笠岡50 船野 (伊予農業)

49 越智 (松山東)

48 内山 (津島) 田中春 (伊予農業) 102

(伊予農業) 100

47 武村 (三島) 高木 (今治南)

木村 (今治西) 99

三好46 丹 (今治南)

45 中川 (松山商業)

44 鎌田 (帝京第五) 今田 (松山商業) 98

(済美) 96

43 米澤 (伊予農業) 加地 (三島)

宮岡 (済美) 95

牧野42 和田 (済美)

41 西村 (宇和島東)

40 梶川 (松山商業) 矢野 (松山商業) 94

(伊予農業) 92

39 梶原 (津島中) 渡部 (新田)

中野 (松山東) 91

赤澤38 畑岡 (三島)

ｂｙｅ 90

37 城藤 (宇和島南中等)

36 ｂｙｅ

88

星川 (三島) 8935 丹下 (伊予農業)

(今北大三島) 87

34 西村 (今治西) 田ノ窪 (今治南)

武田 (津島) 86

33 堀田 (新田) 村上

キ 32 ドニソン (松山商業)

84

31 福本 (津島) 駄馬 (松山商業) 85

(伊予農業) 83

30 永井 (今治南) 山田 (津島中)

黒田 (中萩中) 82

29 大森 (伊予農業) 梅木

28 黒田 (済美)

80

27 家高 (済美) 村上 (日吉中) 81

(伊予農業) 79

26 松岡 (松山聖陵) 武内 (津島)

若山 (津島中) 78

25 山本 (宇和島南中等) 鶴崎

24 徳永 (松山商業)

76

23 清水 (今北大三島) 金田 (松山東) 77

(宇和島東) 75

22 前田 (伊予農業) 宗続 (松山商業)

原 (今治南) 74

21 星 (津島) 徳間

20 武田 (松山商業)

72

19 ｂｙｅ ｂｙｅ 73

(宇和島南中等) 71

18 徳永 (日吉中) 安田 (松山商業)

植田 (伊予農業) 70

17 中井 (伊予農業) 高田

16 徳永 (松山東)

68

キ 15 髙橋 (三島) 石村 (三島) 69

(済美) 67

14 福本 (今治南) 松岡 (済美)

山口 (宇和島南中等) 66

13 田中杏 (伊予農業) 西原

12 檜垣 (今治南)

64

11 俊成 (新田) 舛矢 (松山商業) 65

(津島) 63

10 東城 (津島) 藤原 (今北大三島)

渡部 (伊予農業) 62

9 井本 (松山商業) 山内

キ 8 橋 (三島)

60

7 日野 (東温) 田辺 (松山商業) 61

千崎 (松山東) 池内 (松山城南)

58

5 秋山 (新居浜南) 山本 (新田) 59

(三島) 57

4 廉谷 (松山商業) 勇元 (伊予農業)

土居 (松山東) 56

3 藤岡 (津島中) 長野

松浦 (済美) 55

2 内村 (松山商業)

決勝
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1 篠原 (済美)

6
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