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

平成 24年度前期リーグ 

各クラス表＆展望 

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

４月は新しいスタートの月で桜もあちこちで咲き

乱れ花見に絶好の季節となりました。先日の爆

弾低気圧で日本中に台風並みの風が吹き荒れ

ましたがみなさんは大丈夫だったのでしょうか。

新聞、テレビで南海トラフ巨大地震による津波の

予想高さがこれまで想定された２～３倍の津波高

が公表されました。これにより原発の全面廃止が

益々加速していきます。よって、電力料金の値上

げの必至でしょうね。また、消費税増税関連法案

は５％の消費税率について平成２６年４月１日に

８％へ、２７年１０月１日に１０％へと２段階で引き

上げることを明記しましたが実施を２回に分けた

のは、一度に５％分も引き上げると家計負担が一

気に膨らみ、消費が冷え込んで景気を悪化させ

る恐れが一段と強まるためでしょう。生活がどんど

ん苦しくなる中でスポーツにどこまで金をかけれ

るのか悩むところですね。給料が上がらないのに

出費が増えれば生活が苦しくなります。対策とし

て趣味にかかる費用を抑えるしかありませんが趣

味も無くただ生活しているのでは寂しいですので

景気の回復を期待してバドミントンを続けましょう。

今年より新居浜ＪＢＣ（小学生）が新居浜リーグ同

様に小学生だけのリーグ戦を始めます。手本に

なるようにリーグ戦をしましょう。 

  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・４－１・① 37 期連続 37 期目 

Rainbow A１部・４－１・② 2 期連続 2 期目 

びっく☆ぽてと A１部・３－２・③ 3 期連続 3 期目 

神郷クラブ A１部・３－２・④ 37 期連続 37 期目 

フルハウス A２部・５－０・① 4 期ぶり 3 期目 

大生院クラブ A２部・３－２・② 2 期ぶり 11 期目 

【展望】  

前回、優勝したスマッシュに勝利し 2 位につけ

た Rainbow が今期も同様の活躍ができるかどう

か？！期待をこめて今期は Rainbow がくると予

想してみます・・・（鎌倉） 

 

A２部 

 

チーム名 前期成績 備考 

double up A１部・１－４・⑤ 2 期ぶり 2 期目 

イチミヤグループ A１部・０－５・⑥ 7 期ぶり 2 期目 

DONQUIXOTE A２部・３－２・③ 2 期連続 2 期目 

スカイラブ A２部・２－３・④ 3 期連続 22 期目 

YONDEN A３部・４－０・① 14 期ぶり 7 期目 

GOGO’S 宴 A３部・３－１・② 3 期ぶり 14 期目 

【展望】  

若い double up に少数精鋭のイチミヤグルー

プ・・・ぬぬぬ・・・これは他のチームも合わせて

かなり接戦になるんではないでしょうか？ 

夏場の暑い時期に、体力勝負で double up が

抜き出ると見た！（鎌倉） 

A３部 

 

チーム名 前期成績 備考 

レッドキング A２部・１－４・⑤ 19 期ぶり 2 期目 

金子クラブ A２部・１－４・⑥ 5 期ぶり 8 期目 

壬生川羽球会 B’ A３部・２－２・③ 6 期連続 7 期目 

檸檬 A３部・１－３・④ 2 期連続 2 期目 

TEAM BLOWIN  A４部・５－０・① 32 期ぶり 5 期目 

アーバレスト A４部・４－１・② 5 期ぶり 9 期目 

 



【展望】  

降格したとはいえレッドキングがくるんじゃない

でしょうか・・・と、思ったら TEAM BLOWIN もい

るじゃないですか！？むむむ・・・これは・・・ど

っちだ・・・う～TEAM BLOWIN に１票！ 

あと檸檬のＴさんのお笑いポイントにも期待し

てます（鎌倉） 

 

A４部 

 

チーム名 前期成績 備考 

RABBIT A３部・０－４・⑤ 2 期ぶり 4 期目 

れいんぼう。 A４部・３－２・③ 2 期連続 3 期目 

マーベリック A４部・２－３・④ 2 期連続 2 期目 

ホッチポッチ A５部・５－０・① 初 

仮面ライダー１号 A５部・４－１・② 初 

【展望】  

  A4 部は、上位／下位２チームが入れ替わり、

全く様変わりしてしまいました。H23 年後期、

A3 部だった RABBIT と A5 部だった２チームの

対戦が非常に気になりますね。さて、優勝候

補は、もともと A4 部の『れいんぼう。』です！あ

とは、チームの勢いが勝敗を左右しそうなので、

混戦が予想されます！（石原） 

 

A５部 

 

チーム名 前期成績 備考 

市役所バド部 A４部・１－４・⑤ 初 

中萩クラブ A４部・０－５・⑥ 初 

すいけんず A５部・２－３・③ 2 期連続 7 期目 

金栄クラブ A５部・２－３・④ 2 期連続 5 期目 

双葉 A６部・５－０・① 2 期ぶり 7 期目 

PAOONS A６部・３－２・② 7 期ぶり 11 期目 

【展望】  

A5 部は、A4 部同様上位／下位２チームが入

れ替わり、全く様変わりしてしまいました。今期

は、どの対戦も楽しめそうなリーグになりました

ね。さて、優勝候補ですが、H23 年後期を A3

部で A4 部で戦ってきたという意地を見せても

らいたいという気持ちをこめて、『市役所バド

部』にしたいと思います。しかし、力が均衡して

いるこのリーグどこが優勝してもおかしくないで

しょう。（石原） 

 

A６部 

 

チーム名 前期成績 備考 

OKETTS A５部・１－４・⑤ 3 期ぶり 7 期目 

ZERO７ A５部・１－４・⑥ 5 期ぶり 4 期目 

GOGO’S 園  A６部・３－２・③ 3 期連続 3 期目 

スカイラブ M  A６部・２－３・④ 6 期連続 6 期目 

Pleasure’04 A６部・１－４・⑤ 6 期連続 8 期目 

コメッツ B１部・５－０・① 3 期ぶり 8 期目 

【展望】  

A6 部も入れ替わりが激しいですね。  ただ、

どのチームも対戦経験のあるチームどおしだと

思いますので、オーダーがどうなるか楽しみで

すね。さて、優勝候補ですが、H23 年後期を

A5 部で戦ってきた「OKETTS」と「ZERO7」です。

後は、両チームをどう苦しめるかが楽しみにで

すね。（石原） 

 

B１部 

 

チーム名 前期成績 備考 

ﾁｰﾑあすなろ B１部・４－１・② 2 期連続 2 期目 

double up break  B１部・２－３・③ 2 期連続 2 期目 

スウィング B１部・２－３・④ 6 期連続 13 期目 

Hories B１部・１－４・⑤ 2 期連続 7 期目 

大生院 mix B２部・５－０・① 2 期ぶり 2 期目 

フラジール B２部・３－２・② 5 期ぶり 9 期目 

【チーム名変更】 DONQUI ミックス→Hories 

 

【展望】  

  気持ち的には女性陣で頑張っているフラジー

ルさんに粘ってもらいたいところ。あすなろさん

とダブルアップさんは総合力がありますので、



このランクも厳しい戦いになるのでは・・・ 楽し

みなのは一般登録が 2 チームありますのでシ

ングル対決が見物ですね♪（横井真紀子） 

 

B２部 

 

チーム名 前期成績 備考 

マイッターズ B１部・１－４・⑥ 6 期ぶり 5 期目 

ハイアガールズ B２部・３－２・③ 3 期連続 5 期目 

ここっと B２部・２－３・④ 4 期連続 4 期目 

VIOLET りあご B２部・１－４・⑤ 4 期連続 5 期目 

ｱｰﾊﾞﾚｽﾄばぃっぅ B３部・４－０・① 初 

e-Friend B３部・３－１・② 初 

【展望】  

 最近はどのチームも力的にも差があまりないの

で予想しづらいのが B リーグ。特に飛び抜けた

チームというのがないと言うことは・・・オーダー

次第ではどっちに転んでも！！ここは駆け引

きの勝負になりそうです。（横井真紀子） 

 

B３部 

 

チーム名 前期成績 備考 

あっぷる♡ぱい B２部・１－４・⑥ 2 期ぶり 4 期目 

CLUBα B３部・３－１・③ 4 期連続 4 期目 

さつき B３部・２－２・④ 2 期連続 3 期目 

GOGO’S 炎 B３部・２－２・⑤ 2 期連続 4 期目 

ﾌｧｲﾔｰﾎﾞｰｲｽ B３部・１－３・⑥ 2 期連続 2 期目 

ｱﾌﾀﾇｰﾝ・てぃ～ B３部・１－３・⑦ 2 期連続 2 期目 

JA 新居浜市 B３部・０－４・⑧ 2 期連続 3 期目 

（注）JA 新居浜市は今期休場 

 

【展望】  

 7チームで争うこととなったB3部。さつきさんは

常に上位に食い込んでくるチーム。やはり今

期も優勝にからんでくるのでは・・・と思ってお

ります。GOGO'S 園コメント'S 炎は前回はちょ

っと元気がありませんでしたね～でもここもあな

どれません。Clubαさん、あっぷるぱいさんと

強豪がおりますので優勝の予想は難しいとこ

ろです＞＜（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 ５4（-1） 

参加人数 578 名（-4 名） 

 （男性） ４22 名（+3 名） 

 （女性） １56 名（-7 名） 

新居浜市 ４２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。脱退がわいわいクラブでマイ

ナス１となりました。これで２期連続新規加入０と過

去にも例の無い状況となっています。 
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