
星取表

順位 チーム名 愛媛FC 徳島VY 徳市立 今治東 高知西 大手前 高松商 香川西 松山工 明　徳

△2-2 ●1-4 ○2-0 ○5-2 ○2-1 △1-1 ○5-2 ○1-0 ○3-1

○1-0 ○4-0 ○3-2 ○3-1 ○4-0 ○1-0 ○9-0 ○3-2 ○6-0

△2-2 ●1-2 ○2-1 ○4-2 ○5-0 ○4-0 ○1-0 ○2-1 ○8-0

●0-1 ○2-1 ○4-0 ○5-1 ○2-1 ○1-0 ○6-1 ○7-1 ○5-0

○4-1 ○2-1 ○2-1 ○2-1 △1-1 △0-0 ○9-0 ○5-1 ○7-0

●0-4 ●1-2 ●1-3 ○2-1 ●0-3 △0-0 ○4-3 ○2-0 ○4-0

●0-2 ●1-2 ●1-2 ●1-2 ○4-1 ○2-1 ●1-3 ○8-2 ○2-0

●2-3 ●0-4 ○3-1 ●1-4 ○3-2 ○2-0 ○8-0 ○2-0 ○3-0

●2-5 ●2-4 ●1-2 ○2-1 △2-2 ○1-0 ●0-3 ●1-2 ●0-2

●1-3 ●1-5 ●1-2 ○4-1 ○1-0 ○4-3 △0-0 ○3-0 ○1-0

●1-2 ●0-5 △1-1 ●1-4 △2-2 ●1-2 △2-2 ○3-2 ○1-0

●0-4 ●1-2 ○3-0 ●2-3 ●0-1 ●0-3 ○3-1 ○2-1 △1-1

△1-1 ●0-4 △0-0 ●1-2 ●0-1 ○2-1 ○2-0 △1-1 ○3-1

●0-1 ●0-1 △0-0 ●0-2 ●3-4 ○3-0 △2-2 △0-0 ●0-1

●2-5 ●0-1 ●0-9 ○3-1 ○3-0 △2-2 ●0-2 ○4-3 ○2-1

●0-9 ●1-6 ●3-4 ●0-8 △0-0 ●1-3 △2-2 ●0-1 △3-3

●0-1 ●1-2 ●1-5 ●2-8 ○2-1 ●2-3 △1-1 ●3-4 ○4-1

●2-3 ●1-7 ●0-2 ●0-2 ●0-3 ●1-2 △0-0 ○1-0 △1-1

●1-3 ●0-8 ●0-7 ●0-2 ○2-0 ●0-1 ●1-3 ●1-2 ●1-4

●0-6 ●0-5 ●0-4 ●0-3 ●0-1 △1-1 ○1-0 △3-3 △1-1
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-大手前高松高校6

-

-9 松山工業高校

10 明徳義塾高校

7 高松商業高校 -

8 四国学院大学香川西高校 -

5 高知西高校 -

3 徳島市立高校 -

4 今治東中等教育学校 -

1 愛媛FC U-18 -

2 徳島ヴォルティスユース -

2018年度



順位表

順位 チーム名 試合 勝利 引分 敗北 得点 失点 得失点差 勝点

1 愛媛FC U-18 18 15 2 1 56 18 38 47

2 徳島ヴォルティスユース 18 15 1 2 61 14 47 46

3 徳島市立高校 18 11 3 4 46 22 24 36

4 今治東中等教育学校 18 10 0 8 44 29 15 30

5 高知西高校 18 7 2 9 27 35 -8 23

6 大手前高松高校 18 5 4 9 24 36 -12 19

7 高松商業高校 18 4 6 8 18 22 -4 18

8 四国学院大学香川西高校 18 4 4 10 26 60 -34 16

9 松山工業高校 18 3 3 12 22 46 -24 12

10 明徳義塾高校 18 2 3 13 12 54 -42 9
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