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

平成 20 年度前期リーグ

各クラス表＆展望

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

１日よりガソリン税の暫定税率期限切れとなり

ガソリンが約２５円下がり家計の足しになるかもと

思ってますが、一方では小麦粉や牛乳などの食

料品や保険料、年金等が値上げするとの事です

ね。ガソリンは外出を控えれば差額分ぐらいは節

約できると思いますが保険料、年金はどうするこ

ともできません。政府は国民の事を本当に考えて

るのでしょうか？シャトルにしてもどんどん値上げ

されて１個当り約２００円以上します。チームの会

費を維持するには節約しながら使うか会費を値

上げしないと赤字になってしまうチームが出てき

ています。上手くなるには練習を多くしなければ

なりませんが練習をするとシャトルが痛んで使え

なくなるし試合では新しいシャトルを使わなけれ

ばなりません。そこで、節約をするにはどうすれ

ば良いのかというとまずは乾燥している時期です

が使う前に蒸気をあてると羽根が長持ちします。

この頃はあまり見かけませんが昔は誰もがやって

いました。一度試してみてはどうでしょうか。１ダ

ースあたり１個でも節約で繰れば値上がり分ぐら

いは助かるのではないでしょうか。その節約した

分で練習を多いにしてリーグ戦に活かして下さい。

新居浜リーグも始めて１５年になりましがこれも皆

さんの協力のおかげです。日々の生活するには

たいへんな世の中ですがせめてバドミントンは楽

しくやっていきましょう。それともうひとつ、執行部

会議の出席率が非常に悪いです。仕事等の用

事もあると思いますが半期に２回ですので都合を

調整して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 炎）

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 29 期連続 29 期目

ねっといん A１部・３－２・② 18 期連続 27 期目

神郷クラブ A１部・３－２・③ 29 期連続 29 期目

西農 OB A１部・３－２・④ 10 期連続 10 期目

GOGO’S 宴 A２部・５－０・① 初

大生院クラブ A２部・４－１・② 23 期ぶり 5 期目

【展望】

優勝はスマッシュでしょう。選手層の厚さもレベ

ルもぴか一です。

２チームが入替になり、どこまで上位に食い込め

るか楽しみですね

A２部

チーム名 前期成績 備考

壬生川羽球会 A１部・１－４・⑤ 3 期ぶり 3 期目

れいんぼう。 A１部・０－５・⑥ 2 期ぶり 3 期目

フルハウス A２部・２－３・③ 3 期連続 4 期目

スカイラブ A２部・２－３・④ 2 期連続 16 期目

マーベリック A２部・１－４・⑥ 6 期連続 14 期目

びっく☆ぽてと A３部・４－０・① 初

【展望】

壬生川羽球会が頭ひとつでてる感じですね。

のこりは混戦になりそうな予感・・・



A３部

チーム名 前期成績 備考

DONQUIXOTE A３部・２－２・② 5 期連続 5 期目

金子クラブ A３部・２－２・③ 7 期連続 9 期目

YONDEN A３部・２－２・④ 4 期連続 4 期目

西部クラブ A４部・５－０・① 3 期ぶり 4 期目

中萩クラブ A４部・４－１・② 6 期ぶり 8 期目

イチミヤグループ * 新規加入

【チーム名変更】

YONDEN・B → YONDEN

【展望】

新規加入のイチミヤグループ、こりゃ強いです

ね。Ａ１まで一気にいけそうなチームです。前期

の結果からすると２位争いが激しくなりそうです。

A４部

チーム名 前期成績 備考

MB A３部・０－４・⑤ 2 期ぶり 3 期目

アーバレスト A４部・２－３・③ 5 期連続 5 期目

市役所 A４部・２－３・④ 4 期連続 9 期目

泉川シャトルズ A４部・１－４・⑤ 2 期連続 14 期目

壬生川羽球会 B’ A５部・５－０・① 初

【展望】

上位２チームが昇格し、今期は混戦になりそう

ですね。練習すればＭＢ・・・でも勢いにのって壬

生川羽球会Ｂ’が優勝かなぁ

A５部

チーム名 前期成績 備考

ZERO A４部・１－４・⑥ 初

金栄クラブ A５部・３－２・② 4 期連続 8 期目

檸檬 A５部・２－３・③ 3 期連続 7 期目

Kousans A５部・２－３・④ 8 期連続 8 期目

RABBIT A５部・２－３・⑤ 4 期連続 4 期目

Rainbow A６部・４－１・① 初

【展望】

今期リーグで優勝候補をあげるとすれば復活

をかける金栄クラブか ZERO とみています。降格

してきた ZERO と戦力の補充ができた金栄クラブ

の試合は好カードの一つでとても楽しみにしてい

ます。また昇格を果たした上昇気流のRainbow も

注目一つです。

A６部

チーム名 前期成績 備考

マーベリック B A５部・１－４・⑥ 13 期ぶり 5 期目

すいけんず A６部・４－１・② 6 期連続 8 期目

双葉 A６部・３－２・③ 3 期連続 3 期目

OKETTS A６部・２－３・④ 3 期連続 3 期目

バイオレット A６部・２－３・⑤ 2 期連続 7 期目

PAOONS B１部・４－１・① 8 期ぶり 2 期目

【展望】

今期リーグはやはり優勝候補は、総合力のマ

ーベリックＢか後期リーグでのりにのってるすいけ

んずかな。昇格を果たした PAOONS も注目した

いところですが、Ｂ１で結構苦しんだところもあっ

たので、もうそろそろきつくなってくるのではと、ふ

んでいます。まあ、どのチームもチームの力的に

は横並びに近いので試合を面白くしてくれると思

います。

B１部

チーム名 前期成績 備考

Pleasure’04 A６部・０－５・⑥ 4 期ぶり 2 期目

GOGO’S 園 B１部・４－１・② 5 期連続 6 期目

ﾌｧｲﾔｰﾎﾞｰｲｽﾞ B１部・３－２・③ 3 期連続 7 期目

スカイラブ M B１部・２－３・④ 2 期連続 3 期目

DONQUI ミックス B１部・２－３・⑤ 2 期連続 2 期目

double up B２部・５－０・① 初



【展望】

今期リーグで、有力と言えば、ＧＯＧＯ’Ｓ園か

ファイヤーボーイズかな。２チームは只今のりのり

状態なので僕自身は直接対決はとても楽しみに

しています。昇格を果たした double up も、優勝

争いに加わる可能性大です。

降格した Pleassure'04 は、最近元気がない部分

があるので復活をかけてがんばれば、道はひら

けてくるかな。

とにかく、今期も熱い熱戦くりひろげてくれるでし

ょう。しかし、入れ替え戦の結果を見てＡリーグの

壁は厚いのだなとつくづく感じました。

B２部

チーム名 前期成績 備考

あっぷる*ぱい B１部・０－５・⑥ 10 期ぶり 2 期目

羽毛球 B２部・３－２・③ 3 期連続 3 期目

マイッターズ B２部・２－３・④ 2 期連続 2 期目

Begin’s B３部・４－０・① 初

多喜浜 B３部・２－２・② 2 期ぶり 10 期目

【展望】

最近元気がないあっぷる*ぱいだが、このクラス

に降りてきたのは５年ぶりだけに、羽毛球、

Begin’sと優勝争いを演じるのではないか。マイッ

ターズの安定感や多喜浜の勢いにも期待だ。

B３部

チーム名 前期成績 備考

コメッツ B２部・１－４・⑤ 4 期ぶり 9 期目

ホッチポッチ B２部・１－４・⑥ 2 期ぶり 2 期目

e-Friend B３部・２－２・③ 4 期連続 4 期目

ハイアガールズ B３部・１－３・④ 2 期連続 9 期目

壬生川羽球会 L B３部・１－３・⑤ 2 期連続 4 期目

フラジール B４部・５－０・① 2 期ぶり 5 期目

【展望】

全クラスの中で B３部が一番予想がつきにくい

のではないだろうか。全然予測がつかない。強い

てあげれば降格してきたとはいえ実力のあるコメ

ッツと若いホッチポッチが有力かもしれない。しか

しどこのチームにもチャンスがある。

B４部

チーム名 前期成績 備考

GOGO’S 炎 B４部・３－２・② 4 期連続 9 期目

VIOLET りあご B４部・３－２・③ 3 期連続 12 期目

大生院ﾚﾃﾞｨｰｽ B４部・３－２・④ 2 期連続 2 期目

いちごポッキー B５部・５－０・① 2 期ぶり 13 期目

さつき B５部・４－１・② 初

【展望】

若い男性が主力なのは V りあごだけというちょ

っと変わったクラス。V りあご＆３つの女性主体チ

ーム＆超ベテランチームの対戦は興味津々です。

優勝予想はは期待を込めてVりあごとしましょう。

B５部

チーム名 前期成績 備考

ｱｰﾊﾞﾚｽﾄばぃっぅ B４部・１－４・⑤ 2 期ぶり 5 期目

クラブα B５部・３－２・③ 2 期連続 2 期目

ﾁｰﾑあすなろ B５部・２－３・④ 2 期連続 2 期目

ﾌｧｲﾔｰﾎﾞｰｲｽﾞ 2 B５部・１－４・⑤ 4 期連続 4 期目

JA 新居浜 B５部・０－５・⑥ 9 期連続 13 期目

うりぼう * 新規加入

【チーム名変更】

アーバレスト×2 → アーバレストばぃっぅ

ﾁｰﾑ千の風 → クラブα

【展望】

今期は上位３チームの争いでしょうか。実績

ではアーバレストばぃっぅですが、H19 後期の戦いぶ



りを見る限りチームα、ﾁｰﾑあすなろにも充分勝機は

巡ってきそうです。

新規加入のうりぼうの戦いぶりにも注目です。

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

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（-1）

参加人数 ６６０名（-7 名）

（男性） ４８２名（-１０名）

（女性） １７８名（+３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

脱退チームは３チーム（COUNTRY倶楽部、

YONDEN・A、留学生チーム）、加入チーム２で

チーム数合計は-1 チームです。

前期に比べて参加人数はほぼ横ばいとなっ

ています。事務局としましてもより良い運営を

行うには各チーム代表並びに選手皆さんの協

力無しでは出来ませんので、今後ともよろしく

お願いする次第です。

須川

新居浜リーグ・事務局

〒792-0811

新居浜市庄内町 4-7-69
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