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**************************************

平成 20 年度後期リーグ

各クラス表＆展望

**************************************

異常気象のせいでしょうか、今年は台風がま

だ上陸していません！！四国は水不足で大変な

状態ですね。先日、台風１３号がかすって若干の

雨が降りましたがまだ足らない状態ですね。雨が

降らないと作物が育たないばかりか最悪は飲み

水にも困ります。と言ってもスポーツをするには

水分補給は大切なことです。先日、体育祭に向

けて救急係の講習会に行ってきましたがこの時

期でも熱中症は起こるとの事です。バドミントンは

室内スポーツですので温度が高くなくても湿度が

高くなると熱中症になる可能性があります。試合

及び練習の時は十分な水分補給をして楽しくバ

ドミントンをしてください。気候も良い時期なので

どんどん試合をしてレベルアップをしましょう。物

価がどんどん上がっていますが仕事は少なくな

って生活が大変ですが新居浜リーグを含めバドミ

ントンは楽しできるように頑張りましょう。それと、こ

のところの執行部会議の出席率が非常に悪いで

す。各リーグの３番目のチームは半期に２回です

ので都合を調整しての参加をお願いします。

横井

**************************************

今期の執筆担当は、継続で以下の通りです。

A１部～A４部 鎌倉 章（フルハウス）

A５部～B１部 齊藤 敦（アーバレスト）

B２部～B５部 横井真紀子（GOGO’S 宴）

ピンチヒッター 須川 卓二（金栄クラブ）

**************************************

A１部

チーム名 前期成績 備考

スマッシュ A１部・５－０・① 30 期連続 30 期目

ねっといん A１部・４－１・② 19 期連続 28 期目

神郷クラブ A１部・３－２・③ 30 期連続 30 期目

西農 OB A１部・２－３・④ 11 期連続 11 期目

大生院クラブ A１部・１－４・⑤ 2 期連続 6 期目

れいんぼう。 A２部・４－１・① 2 期ぶり 4 期目

【展望】 今期もスマッシュをどこが止められるか

若手の多いねっといんに期待したいですね

A２部

チーム名 前期成績 備考

GOGO’S 宴 A１部・０－５・⑥ 2 期ぶり 11 期目

壬生川羽球会 A２部・３－２・② 2 期連続 4 期目

フルハウス A２部・３－２・③ 4 期連続 5 期目

マーベリック A２部・２－３・④ 7 期連続 15 期目

イチミヤグループ A３部・５－０・① 初

金子クラブ A３部・４－１・② 初

【展望】 実力的に壬生川羽球会かイチミヤグル

ープでしょう。他のチームも同じような感じなので、

１ゲームが順位を左右しそうですね

A３部

チーム名 前期成績 備考

スカイラブ A２部・２－３・⑤ 18 期ぶり 6 期目

びっく☆ぽてと A２部・１－４・⑥ 2 期ぶり 7 期目

ドンキホーテ A３部・３－２・③ 6 期連続 6 期目

西部クラブ A３部・２－３・④ 2 期連続 5 期目

YONDEN A３部・１－４・⑤ 5 期連続 5 期目

壬生川羽球会 B’ A４部・４－０・① 初

【展望】 降格してきたスカイラブがいけそうな

予感・・・ここも同じような力のチームが揃ったとこ

だから僅差の試合になるでしょう



A４部

チーム名 前期成績 備考

中萩クラブ A３部・０－５・⑥ 2 期ぶり 6 期目

アーバレスト A４部・３－１・② 6 期連続 6 期目

市役所バド部 A４部・１－３・③ 5 期連続 10 期目

泉川シャトルズ A４部・１－３・④ 3 期連続 15 期目

MB A４部・１－３・⑤ 2 期連続 4 期目

檸檬 A５部・４－１・① 初

【展望】 檸檬かアーバレストか？！勢いはあるけ

ど、うまくかわされそうな気もするなぁ。でもどこも

いい勝負になりそう・・・予想は・・・やっぱアーバ

レストで（＾＾；

A５部

チーム名 前期成績 備考

金栄クラブ A５部・４－１・② 5 期連続 9 期目

RABBIT A５部・４－１・③ 5 期連続 5 期目

Kousans A５部・２－３・④ 9 期連続 9 期目

すいけんず A６部・４－１・① 初

PAOONS A６部・４－１・② 6 期ぶり 10 期目

【展望】 やはりこのクラスでは、金栄クラブと

RABBIT の２チームは一つ抜けているように思い

ます。ただ、昇格したPAOONSが、ひょっとしたら

台風の目になってくるとこのクラスは、面白くなっ

てくるかな。前期はとても、接戦を演じたクラスだ

けあって今期も注目です。

A６部

チーム名 前期成績 備考

Rainbow A５部・１－４・⑤ 2 期ぶり 2 期目

ZERO７ A５部・０－５・⑥ 初

OKETTS A６部・４－１・③ 4 期連続 4 期目

双葉 A６部・２－３・④ 4 期連続 4 期目

double up B１部・５－０・① 初

DONQUI ミックス B１部・４－１・② 初

【チーム名変更】 ZERO→ZERO７

【展望】 このクラスはなかなか、チームが様変わ

りしましたので展開を予想するのはとても難しい

です。あえて、あげるなら、OKETTS か double up

が有力かな。おそらく、鍵を握るのはオーダーの

組み立てに成るでしょう。いずれにしても接戦が

予想されます。

B１部

チーム名 前期成績 備考

バイオレット A６部・１－４・⑤ 初

マーベリック B A６部・０－５・⑥ 15期ぶり 3期目

スカイラブ M B１部・２－３・③ 3 期連続 4 期目

Pleasure’04 B１部・２－３・④ 2 期連続 3 期目

Begin’s B２部・４－０・① 初

羽毛球 B２部・３－１・② 初

【展望】 このクラスは、安定感ばっちしのスカイ

ラブＭかBegin'sがいけるかな。最近、クラス自体

のそれぞれのチームの力が均等化されていって

いるので、どのチームも勝ったり負けたりで、この

クラスも接戦が予想されます。

B２部

チーム名 前期成績 備考

GOGO’S 園 B１部・１－４・⑤ 5 期ぶり 9 期目

ﾌｧｲﾔｰﾎﾞｰｲｽﾞ B１部・１－４・⑥ 4 期ぶり 2 期目

マイッターズ B２部・２－２・③ 3 期連続 3 期目

多喜浜 B２部・１－３・④ 2 期連続 11 期目

あっぷる*ぱい B２部・０－４・⑤ 2 期連続 3 期目

ホッチポッチ B３部・４－１・① 2 期ぶり 2 期目

【展望】 前期Ｂ1 にいた GOGO'S 園 と ファイ

ヤーボーイズ がやはり優勝候補でしょうか。実

力は安定していると思います＾＾ 前回 GOGO'S

園はＡクラス入り目前だっただけに再挑戦に燃え

ているはず・・・ ファイアーさんも熱いはず＾＾そこ

に どのチームが 粘って土をつけるかが カギ



B３部

チーム名 前期成績 備考

壬生川羽球会 L B３部・４－１・② 3 期連続 5 期目

フラジール B３部・３－２・③ 2 期連続 6 期目

コメッツ B３部・３－２・④ 2 期連続 10 期目

ハイアガールズ B３部・１－４・⑤ 3 期連続 10 期目

いちごポッキー B４部・４－０・① 11 期ぶり 4 期目

【展望】 安定感のある 壬生川羽球会Ｌ はや

はり優勝候補といえるでしょう。粘りのフラジール。

若い力のホッチポッチ・・・ いやはやどのチーム

も可能性は大！目が離せないクラスです＾＾；

B４部

チーム名 前期成績 備考

e-Friend B３部・０－５・⑥ 5 期ぶり 2 期目

VIOLET りあご B４部・２－２・② 4 期連続 13 期目

GOGO’S 炎 B４部・２－２・③ 5 期連続 10 期目

大生院ﾚﾃﾞｨｰｽ B４部・１－３・④ 3 期連続 3 期目

クラブα B５部・５－０・① 初

ﾁｰﾑあすなろ B５部・４－１・② 初

【展望】 全勝で昇格したクラブα。続いてチー

ムあすなろ の存在は大きいかと・・・そしてこのク

ラスで 地道に勝利している GOGO'S 炎 安定

感次第でしょう。 さらに降格してきた ｅ－ｆｒｉｅｎ

ｄ は実力あるチーム。 ＶＩＯＬＥＴりあご も安定

感あり・・・大生院レディース もあなどれな

い・・・・

じゃ・・いったいどこが優勝候補？？？？

・・・・・・・・・・・・・ 予想不可能＾＾；；

B５部

チーム名 前期成績 備考

さつき B４部・１－３・⑤ 2 期ぶり 9 期目

うりぼう B５部・３－２・③ 2 期連続 2 期目

ｱｰﾊﾞﾚｽﾄばぃっぅ B５部・２－３・④ 2 期連続 6 期目

ﾌｧｲﾔｰﾎﾞｰｲｽﾞ 2 B５部・１－４・⑤ 5 期連続 5 期目

JA 新居浜 B５部・０－５・⑥ 10 期連続 14 期目

【展望】 降格してきた さつき 優勝候補でしょう

～～。 とはいえ うりぼう もいい戦いを前期して

おりましたし、あなどれないと思います。直接対

決楽しみですね＾＾

**************************************

編集後記

**************************************

いよいよ平成20年前期リーグが始まります。

今期概要は以下の通りです。

クラス数 １１（±０）

チーム数 ６３（±０）

参加人数 ６５７名（-３名）

（男性） ４７９名（-３名）

（女性） １７８名（±０名）

新居浜市 ４８チーム

西条市 ９チーム

旧東予市・今治市・土居町 ６ﾁｰﾑ

新居浜リーグ・事務局
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