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

平成 24年度後期リーグ 

各クラス表＆展望 

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

オリンピックも終わり今年も２、３日に東中学校

で行なわれた中学校新人体育大会を見に行っ

てきました。以前に指導していた子供たちが出て

いるので応援に行きました。女子１年生がシング

ルスでトップを取りました。２０１７年の国体時に高

校３年生ですから非常に将来が楽しみです。他

にも国体選手として頑張ってくれるだろう子供た

ちが多数見受けられました。中学生を入れている

チームは国体メンバーに入れるように他のチーム

の方も対戦したら応援をしましょう。また明日、明

後日は住友化学体育館で一般、小学生の体育

祭が行なわれます。リーグに出ている方も参加す

ると思いますが校区毎に分かれてですのでリー

グの他チームの選手と組む事もあるでしょう。体

育祭はお祭りですので楽しく試合をしましょう。 

  横井  

 

 

               

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

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・５－０・① 38 期連続 38 期目 

びっく☆ぽてと A１部・３－２・② 4 期連続 4 期目 

Rainbow A１部・３－２・③ 3 期連続 3 期目 

大生院クラブ A１部・２－３・④ 2 期連続 12 期目 

神郷クラブ A１部・１－４・⑤ 38 期連続 38 期目 

イチミヤグループ A２部・４－１・① 2 期ぶり 7 期目 

 

【展望】  

スマッシュの優勝は間違いないでしょうが、他

のチームも力をつけてきています。Rainbow や

びっく☆ぽてとが１つでもとることができれば上

位混戦の可能性もありますね（鎌倉） 

 

A２部 

 

チーム名 前期成績 備考 

フルハウス A１部・１－４・⑥ 2 期ぶり 10 期目 

YONDEN A２部・４－１・② 2 期連続 8 期目 

GOGO’S 宴 A２部・３－２・③ 2 期連続 15 期目 

DONQUIXOTE A２部・２－３・④ 3 期連続 3 期目 

スカイラブ A２部・０－５・⑥ 4 期連続 23 期目 

TEAM BLOWIN A３部・５－０・① 33 期ぶり 5 期目 

【展望】  

入れ替え戦により構成が変わりました。Ａ３から上

がってきた TEAM BLOWIN はやはりちょと強そ

うです。前回も予想的中したし、今回も１票！（鎌

倉） 

A３部 

 

チーム名 前期成績 備考 

レッドキング A３部・３－２・② 2 期連続 3 期目 

金子クラブ A３部・２－３・③ 2 期連続 9 期目 

アーバレスト A３部・２－３・④ 2 期連続 10 期目 

壬生川羽球会 B’ A３部・１－４・⑥ 7 期連続 8 期目 

RABBIT A４部・４－０・① 2 期ぶり 3 期目 

U-25 新規加入 初 



 

【展望】  

レッドキングですが、人数調整さえできれば頭１

つでる実力はあると思います。代表の頑張りに期

待してます。（鎌倉） 

 

A４部 

 

チーム名 前期成績 備考 

仮面ライダー２号 A４部・３－１・② 2 期連続 2 期目 

マーベリック A４部・２－２・③ 3 期連続 3 期目 

れいんぼう。 A４部・１－３・④ 3 期連続 4 期目 

ホッチポッチ A４部・０－４・⑤ 2 期連続 2 期目 

PAOONS A５部・５－０・① 19 期ぶり 8 期目 

【チーム名変更】 仮面ライダー１号→仮面ライダー２

号 

【展望】  

  あれ？仮面ライダー２号になってますが前は

１号さんですよね？これは・・・技の１号から力

の２号になったということか？DH くん、いつも

力が入りすぎてるから悪い方向にいかなけれ

ばいいですが・・・まぁ、メンバーがそろえば優

勝は仮面ライダー２号でしょうちなみに来期は、

力と技のＶ３？（鎌倉） 

注目は乗りに乗っている"PAOONS"です

ね！！A4 部でどこまで通用するか！？ 

さて、優勝候補は、やはり安定した力を持って

いる"仮面ライダー1 号"かな？（石原） 

 

A５部 

 

チーム名 前期成績 備考 

市役所バド部 A５部・４－１・② 2 期連続 2 期目 

双葉 A５部・２－３・③ 2 期連続 8 期目 

すいけんず A５部・２－３・④ 3 期連続 8 期目 

金栄クラブ A５部・１－４・⑤ 3 期連続 6 期目 

コメッツ A６部・４－１・① 35 期ぶり 4 期目 

【展望】  

注目は、2 期連続優勝の"コメッツ"ですね！さ

て、A5 部でどこまで通用するか？優勝候補は、

前期 2 位だった"市役所バド部"と予想します！

ただ、このリーグは力が均衡してますので、どうい

う展開になるか？？？1つ1つの対戦結果を楽し

みにしたいと思います。（石原） 

 

A６部 

 

チーム名 前期成績 備考 

中萩クラブ A５部・１－４・⑥ 初 

GOGO’S 園  A６部・４－１・② 4 期連続 4 期目 

ZERO７ A６部・３－２・③ 2 期連続 5 期目 

Pleasure’04  A６部・２－３・④ 7 期連続 9 期目 

スウィング B１部・５－０・① 初 

大生院 mix B１部・４－１・② 初 

【展望】  

注目は、前期 B1 から上がってきた"スウィング"と

"大生院mix"の2チームでしょう！！B1では圧倒

的な強さで昇格してますので、A6 部でもやってく

れるのではないでしょうか？さて優勝候補は、や

はり"GOGO'S 園"でしょ！！（石原） 

 

B１部 

 

チーム名 前期成績 備考 

OKETTS A６部・１－４・⑤ 12 期ぶり 6 期目 

スカイラブ M  A６部・１－４・⑥ 2 期連続 2 期目 

double up break B１部・２－３・③ 3 期連続 3 期目 

ﾁｰﾑあすなろ B１部・２－３・④ 3 期連続 3 期目 

Hories B１部・１－４・⑤ 3 期連続 8 期目 

マイッターズ B２部・４－１・① 2 期ぶり 9 期目 

 

【展望】  

 ここは OKETTS さん、スカイラブ M さん、ダブル

アップさんの三つ巴では？？スカイラブさんの

オーダもかなり左右されると思います。ダブル

アップさんも実力揃いですので、このクラスは

オーダー、かけ引きが勝敗の行方を決めそう



です！！ （横井真紀子） 

 

B２部 

 

チーム名 前期成績 備考 

フラジール B１部・１－４・⑥ 6 期ぶり 5 期目 

ここっと B２部・３－２・② 5 期連続 5 期目 

ｱｰﾊﾞﾚｽﾄばぃっぅ B２部・３－２・③ 2 期連続 2 期目 

ハイアガールズ B２部・２－３・④ 4 期連続 65 期目 

e-Friend B２部・２－３・⑤ 2 期連続 2 期目 

あっぷる♡ぱい B３部・５－０・① 2 期ぶり 5 期目 

【展望】  

 このクラスは、女性陣で頑張っているフラジー

ルさんにぜひ頑張って頂きたい！女性陣だけ

で頑張っているチームは少ないので。 もとも

と粘りのあるチームですから＾＾あとのチームも

力は拮抗しております！ どのチームが優勝し

てもおかしくはないでしょう！（横井真紀子） 

 

B３部 

 

チーム名 前期成績 備考 

VIOLET りあご B２部・１－４・⑥ 5 期ぶり 5 期目 

さつき B３部・３－２・② 3 期連続 4 期目 

CLUBα B３部・３－２・③ 5 期連続 5 期目 

GOGO’S 炎 B３部・３－２・④ 3 期連続 5 期目 

ｱﾌﾀﾇｰﾝ・てぃ～ B３部・１－４・⑤ 3 期連続 3 期目 

ﾌｧｲﾔｰﾎﾞｰｲｽ B３部・０－５・⑥ 3 期連続 3 期目 

 

【展望】  

 ここは りあごさん、さつきさん、CLUBαさん、

GOGO'S 炎がもつれそうです。女性陣だけの

炎がどこまで他のチームを追い詰めることが出

来るか？？上位常連のさつきさんがどこまで

粘れるか。実力揃いのりあごさん、CLUBαさ

んが手堅く勝ちを積み重ねるか！ 目が離せ

ない対戦ばかりになりそうです！（横井真紀

子） 

  

 

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

編集後記 

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

いよいよ平成 24 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 9（±0） 

チーム数 52（-2） 

参加人数 559 名（-17 名） 

 （男性） ４08 名（-13 名） 

 （女性） １51 名（-5 名） 

新居浜市 ４１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 U-25 の１チーム。脱退が檸檬と

double up、JA 新居浜市の３チームでマイナス２とな

りました。 
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