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

平成 23年度後期リーグ 

各クラス表＆展望 

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

４日に中学校新人体育大会が東中学校で行な

われていました。２０１７年の国体等の将来の愛

媛を背負ってくれるだろう子供達が白球を追いか

けて頑張っていました。ここ数日、朝晩涼しきなり

暑さも峠を越したようでバドミントンをするに良い

気候となりました。明日、明後日は住友化学体育

館で体育祭が行なわれますが新居浜リーグに参

加している方もたくさんいると思います。新居浜リ

ーグ戦とはまた異なった楽しいゲームをして下さ

い。 

横井 

               

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

今期から執筆担当の範囲が変わりました。担

当は以下の通りです。 

 

A１部～A３部 鎌倉 章（フルハウス） 

A４部～A６部 石原 俊司（OKETTS） 

B１部～B３部 横井真紀子（GOGO’S 園） 

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・４－１・① 36 期連続 36 期目 

イチミヤグループ A１部・４－１・② 6 期連続 6 期目 

神郷クラブ A１部・３－２・③ 36 期連続 36 期目 

びっく☆ぽてと A１部・３－２・④ 2 期連続 2 期目 

double up A２部・４－１・① 初 

Rainbow A２部・３－２・② 初 

 

【展望】  

優勝はスマッシュでしょう。あとは、前期のよう

にどこがスマッシュを止めることができるかどう

か？！昇格してきた double up に期待したい

です。（鎌倉） 

 

A２部 

 

チーム名 前期成績 備考 

レッドキング A１部・１－４・⑤ 3 期ぶり 4 期目 

大生院クラブ A１部・０－５・⑥ 5 期ぶり 11 期目 

フルハウス A２部・３－２・③ 3 期連続 9 期目 

金子クラブ A２部・２－３・④ 4 期連続 5 期目 

スカイラブ A２部・１－４・⑥ 2 期連続 21 期目 

DONQUIXOTE A３部・４－１・① 初 

 

【展望】  

降格してきた２チームは、かなりの強さですね

ぇ。昇格してきた DONQUIXOTE も勢いに乗

ってやってくれそうですが・・・ 

やっぱ前期の成績から考えるとレッドキングが

僅差できそうですぞ。（鎌倉） 

 

A３部 

 

チーム名 前期成績 備考 

YONDEN  A３部・４－１・② 2 期連続 8 期目 

GOGO’S 宴 A３部・４－１・③ 2 期連続 10 期目 

壬生川羽球会 B’ A３部・２－３・④ 5 期連続 6 期目 

檸檬 A４部・４－１・① 初 

RABBIT A４部・４－１・② 2 期ぶり 2 期目 

 

【展望】  

ここは激戦区ですねぇ。勝敗は、オーダーによ

って変わってくるでしょう。さてさて優勝の予想

としては・・・ＹＯＮＤＥＮだ！檸檬と GOGO'S 

宴のお笑い対決にも期待してますよ～（鎌倉） 

 



A４部 

 

チーム名 前期成績 備考 

れいんぼう。 A３部・１－４・⑤ 14 期ぶり 2 期目 

マーベリック A３部・０－５・⑥ 初 

アーバレスト A４部・３－２・③ 4 期連続 10 期目 

市役所バド部 A４部・２－３・④ 11 期連続 16 期目 

中萩クラブ A４部・１－４・⑤ 7 期連続 12 期目 

TEAM BLOWIN A５部・５－０・① 35 期ぶり 2 期目 

 

【展望】  

 今期よりＡ４部の執筆担当となりました石原です。

メンバーをほとんど知らないチームがたくさん

ありますが、各チームの特徴をつかみつつコメ

ントさせていただきますので、よろしくお願いし

ます。さて、今期の展望ですが、Ａ５部で圧倒

的な強さを見せつけた"TEAM BLOWIN"がま

た暴れてくれるのではないでしょうか？とはい

え、他のチームの自力を持っているチームば

かりですので、混戦リーグになることを期待し

てます。（石原） 

 

A５部 

 

チーム名 前期成績 備考 

すいけんず A４部・１－４・⑥ 2 期ぶり 6 期目 

仮面ライダー１号 A５部・４－１・② 4 期連続 4 期目 

ホッチポッチ A５部・３－２・③ 2 期連続 2 期目 

ZERO７ A５部・２－３・④ 4 期連続 5 期目 

OKETTS A５部・１－４・⑤ 2 期連続 4 期目 

金栄クラブ A６部・５－０・① 2 期ぶり 14 期目 

 

【展望】  

"すいけんず"さん、"金栄クラブ"さんお帰りな

さ～い。Ａ５部は、やはり"仮面ライダー１号"と"

ホッチポッチ"が頭一つ抜け出しているのでは

ないでしょうか？それを"すいけんず"、"金栄ク

ラブ"、"ZERO7"が追い詰めるって感じでしょう

か？"OKETTS"はメンバー的にちょっと厳しそ

うです．．．（石原） 

 

A６部 

 

チーム名 前期成績 備考 

双葉 A５部・０－５・⑥ 3 期ぶり 7 期目 

GOGO’S 園 A６部・３－２・② 2 期連続 2 期目 

スカイラブ M  A６部・３－２・③ 5 期連続 5 期目 

Pleasure’04 A６部・３－２・④ 5 期連続 7 期目 

わいわいクラブ B１部・４－１・① 初 

PAOONS B１部・３－２・② 2 期ぶり 7 期目 

 

【展望】  

このリーグは混戦間違いなしです。"わいわい

クラブ"以外がすべてダブルス登録。"わいわ

いクラブ"のオーダーに注目ですね。あえて、

優勝候補を挙げるとすれば、前期 A5 部で全

敗だったものの安定した力を持っている"双葉

"でしょうか？いや～、難しい～。（石原） 

 

B１部 

 

チーム名 前期成績 備考 

DONQUI ミックス A６部・１－４・⑤ 2 期ぶり 6 期目 

double up break  A６部・０－５・⑥ 初 

コメッツ B１部・３－２・③ 2 期連続 10 期目 

スウィング B１部・２－３・④ 5 期連続 12 期目 

マイッターズ B１部・２－３・⑤ 5 期連続 8 期目 

ﾁｰﾑあすなろ B２部・４－０・① 初 

 

【展望】  

 ズバリ優勝は！ って言い切れるほど自信あり

ません＾＾；どこのチームも実力はさほど変わら

ないように思います。となると・・・ オーダー次

第でしょうか・・・ 今期はどのチームも頭をフル

回転させていかないといけないようですね。  

（横井真紀子） 

 

 



B２部 

 

チーム名 前期成績 備考 

大生院 mix B１部・１－４・⑥ 2 期ぶり 3 期目 

ここっと B２部・３－１・② 3 期連続 3 期目 

ハイアガールズ B２部・２－２・③ 2 期連続 4 期目 

フラジール B２部・１－３・④ 4 期連続 11 期目 

VIOLET りあご B２部・０－４・⑤ 3 期連続 4 期目 

あっぷる♡ぱい B３部・４－０・① 6 期ぶり 4 期目 

 

【展望】  

 うわぁ・・ここも頭が痛い＞＜  しかもメンバー

登録の数が半端じゃない！これだけ登録され

てると、いったいどの試合に誰が出てくるの

か・・・でも！ あえてここは やはり長年の試合

経験数で フラジールさんを押したい！いつも

粘りある 最後まであきらめない姿勢はすばら

しいと思います＾＾なので 個人的にフラジール

さん＾＾（横井真紀子） 

 

B３部 

A リーグ 

チーム名 前期成績 備考 

e-Friend B３部・２－２・③ 5 期連続 9 期目 

GOGO’S 炎 B４部・４－０・① 2 期ぶり 3 期目 

さつき B４部・３－１・② 3 期ぶり 2 期目 

ｱﾌﾀﾇｰﾝ・てぃ～ B３部・１－３・④ 初 

B リーグ 

チーム名 前期成績 備考 

ｱｰﾊﾞﾚｽﾄばぃっぅ B３部・１－３・④ 5 期連続 5 期目 

CLUBα B３部・０－４・⑤ 3 期連続 3 期目 

ﾌｧｲﾔｰﾎﾞｰｲｽﾞ 2 B４部・２－２・③ 初 

JA 新居浜市 B４部・０－４・⑤ 24 期ぶり 2 期目 

*1 月に A リーグ１位-B リーグ 1 位、A リーグ 2 位

-B リーグ 2 位、A リーグ 3 位-B リーグ 3 位、A リ

ーグ 4 位-B リーグ 4 位の順位決定戦を行いま

す。 

【チーム名変更】 ﾌｧｲﾔｰﾎﾞｰｲｽﾞ 2→ﾌｧｲﾔｰﾎﾞｰｲｽﾞ 

【展望】  

 ここはＢ3 を 2 つにわけての戦いとなりましたね。

Ｂ３のＡは、またオーダ対決でしょうかね・・・ 

結構シビアな戦いとなるんじゃないでしょうか。

寒くなってきますので、試合前のアップも大事

になってきますね～ 激戦が予想されますの

で楽しみです！Ｂ３のＢはアーバレストばぃっぅ

さんかな～。 チームワークもよいですし、波に

乗ればグイグイいきそうな予感。、ＣＬＵＢαさ

んも目が離せません。 この２チームの争いに

なるかな？（横井真紀子） 

 

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

編集後記 

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

いよいよ平成 23 年後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 ９（-1） 

チーム数 ５5（-2） 

参加人数 582 名（-9 名） 

 （男性） ４19 名（+1 名） 

 （女性） １63 名（-10 名） 

新居浜市 ４３チーム 

西条市 ７チーム 

旧東予市・今治市・四国中央市 5 ﾁｰﾑ 

 

新規加入はなし。脱退が壬生川羽球会、壬生

川羽球会 L の２チームでマイナス 2 となりました。 
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