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

平成 26年度後期リーグ 

各クラス表＆展望 

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

バドミントン界ではトマス杯で初優勝！！ユーバ

ー杯は準優勝！！と歴史的な快挙の記事が流

れてきました。またアジア競技大会（仁川）におい

ても 44 年ぶりに女子ダブルスで高橋礼華、松友

美佐紀組が準優勝と日本のレベルが上がってい

ますね。愛媛においても２０１７年の愛媛国体に

向けて新居浜市が組織委員会を立ち上げました。

新居浜から国体に多くの方が参加できますように

応援していきたいです。来週には住友化学体育

館で体育祭がありますが新居浜の校区対抗の試

合ですので新居浜リーグの他リーグの選手と組

んでの試合もあり、年に一度の体育祭ですので

楽しみましょう。今期より新規に 3チームが参加と

なりました。減少していたチーム数がここで止まっ

てくれました。これからもチームが増えてリーグが

盛り上がるように頑張りましょう。 

 

  横井  

 

 

 

 

今 期 の リ ー グ 情 報 誌 の 執 筆 担 当 者               

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

１部～３部 鎌倉 章（フルハウス） 

４部～６部 篠藤 眞（フルハウス） 

７部～９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） 

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

 

１部 

 

チーム名 前期成績 備考 

スマッシュ １部・５－０・① 42 期連続 42 期目 

大生院クラブ １部・３－２・② 6 期連続 16 期目 

みかん １部・２－３・③ 3 期連続 3 期目 

びっく☆ぽてと １部・２－３・④ 8 期連続 8 期目 

イチミヤグループ １部・２－３・⑤ 5 期連続 11 期目 

DONQUIXOTE ２部・４－１・① 初 

 

【展望】  

強さを取り戻したスマッシュが連覇なるか！？ 

新たに加わった DONQUIXOTE にも期待して

ます。（鎌倉） 

 

２部 

 

チーム名 前期成績 備考 

スカイラブ  １部・１－４・⑥ 2 期ぶり 26 期目 

YONDEN ２部・４－１・② 3 期連続 11 期目 

TEAM BLOWIN  ２部・３－２・③ 2 期連続 7 期目 

フルハウス ２部・２－３・④ 5 期連続 14 期目 

GOGO’S 宴 ２部・２－３・⑤ 6 期連続 19 期目 

壬生川羽球会 B’ ３部・５－０・① 初 

 

【展望】  

スカイラブか YONDEN か、はたまた TEAM ＢＬ

ＯＷＩＮか？他にも実力チーム揃いでオーダー

次第なところもありますが・・・総合力でスカイラブ

ですかねぇ（鎌倉） 

３部 

 

チーム名 前期成績 備考 

金栄クラブ ２部・０－５・⑥ 2 期ぶり 18 期目 

ホッチポッチ  ３部・４－１・② 2 期連続 2 期目 

れいんぼう。 ３部・３－２・③ 3 期連続 7 期目 

金子クラブ ３部・２－３・④ 2 期連続 12 期目 

すいけんず ４部・５－０・① 初 

スウィング ４部・４－１・② 初 

 



【展望】  

金栄クラブ vs すいけんずのお笑い対決に期待

ですねぇ。優勝チーム？う～ん・・・これまでの戦

績から行くとホッチポッチでしょうか。すいけんず

の降格にも少し期待してます、ホホホ（鎌倉） 

 

４部 

 

チーム名 前期成績 備考 

アーバレスト ３部・１－４・⑤ 6 期ぶり 11 期目 

TBC ３部・０－５・⑥ 4 期ぶり 4 期目 

PAOONS  ４部・２－３・③ 3 期連続 3 期目 

RABBIT ４部・２－３・④ 3 期連続 7 期目 

仮面ライダ～ ４部・２－３・⑤ 2 期連続 5 期目 

Pleasure’04 ５部・５－０・① 初 

 

【展望】  

５部から上がって来た Pleasure’04 がどこまで勝

ち上がれるか楽しみです。PAOONS、RABBIT、

仮面ライダ?が前期混戦でしたので、どういう結果

になるか難しいですね。（篠藤） 

 

 

５部 

 

チーム名 前期成績 備考 

CITY HALL  ４部・０－５・⑥ 2 期ぶり 5 期目 

コメッツ ５部・３－２・② 5 期連続 8 期目 

双葉 ５部・３－２・③ 6 期連続 12 期目 

GOGO’S 園 ５部・２－３・④ 2 期連続 2 期目 

中萩クラブ ５部・２－３・⑤ 2 期連続 3 期目 

あっぷる♡ぱい ６部・４－１・① 初 

【チーム名変更】  

市役所バド部→CITY HALL 

【展望】  

個人的には CITY HALL に頑張ってもらいたいと

ころです。メンバーが揃えばかなり強いはずなん

ですけど。コメッツ、あっぷる?ぱいがそこに続く

感じですね。（篠藤） 

６部 

 

チーム名 前期成績 備考 

寿 ５部・０－５・⑥ 2 期ぶり 10 期目 

スカイラブ M  ６部・４－１・② 3 期連続 9 期目 

double up ６部・３－２・③ 2 期連続 4 期目 

ﾁｰﾑあすなろ ６部・３－２・④ 2 期連続 2 期目 

大生院 mix ６部・１－４・⑤ 5 期連続 5 期目 

関川クラブ ７部・５－０・① 初 

 

【展望】  

前期２位のスカイラブ M が優勝候補かな？他が

どこまで食い下がれるかというところだと思います。

（篠藤） 

 

７部 

 

チーム名 前期成績 備考 

ZERO７ ６部・０－５・⑥ 2 期ぶり 3 期目 

マイッターズ ７部・４－１・② 3 期連続 12 期目 

ハイアガールズ ７部・２－３・③ 2 期連続 2 期目 

フラジール ７部・２－３・④ 2 期連続 11 期目 

ｱｰﾊﾞﾚｽﾄばぃっぅ ７部・２－３・⑤ 3 期連続 3 期目 

Hories ８部・４－１・① 3 期ぶり 10 期目 

 

【展望】  

前期は大混戦でそのうち４チームが再び戦う。上

からは ZERO７、下からは Hories が参戦し激戦必

至。優勝はここ最近安定した強さの、マイッター

ズに一票。Hories が後を追うか。（須川） 

 

８部 

 

チーム名 前期成績 備考 

VIOLET りあご ７部・０－５・⑥ 3 期ぶり 7 期目 

神戸‘S  ８部・４－１・② 2 期連続 2 期目 

GOGO’S 炎 ８部・３－２・③ 2 期連続 3 期目 

CLUBα ８部・３－２・④ 3 期連続 3 期目 

ﾌｧｲﾔｰﾎﾞｰｲｽ ８部・１－４・⑤ 2 期連続 2 期目 

 



【展望】  

 諸事情で降格となった VIOLET だが総合力で

は１枚上。新規加入で強さを示した神戸‘S との

争いか。（須川） 

 

９部 

 

チーム名 前期成績 備考 

Ｂ-Ｗings ８部・０－５・⑥ 2 期ぶり 6 期目 

STRAITS 新規加入 初 

Panda 新規加入 初 

れいんぼ～の 新規加入 初 

 

【展望】  

 新規加入チームの実力が未知数だが各種大

会に出場する STRAITS が強そうな気がする。（あ

くまでも推測）。B-Wings が先輩の意地を見せら

れるか・・・も期待。（須川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

編集後記 

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

いよいよ平成 26 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 51（+3） 

参加人数 567 名（+44 名） 

 （男性） 408 名（+19 名） 

 （女性） 159 名（+25 名） 

新居浜市 38 チーム 

西条市 7 チーム 

旧東予市・今治市・四国中央市 6 ﾁｰﾑ 

 

新規加入は３チーム（STRAITS、Panda、れ

いんぼ～の）で、総チーム数がプラス３となりました。

この調子で増えてくれればいいのですが。 
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平成 26年度後期リーグ 

各クラス表＆展望 
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バドミントン界ではトマス杯で初優勝！！ユーバ

ー杯は準優勝！！と歴史的な快挙の記事が流

れてきました。またアジア競技大会（仁川）におい

ても 44 年ぶりに女子ダブルスで高橋礼華、松友

美佐紀組が準優勝と日本のレベルが上がってい
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新居浜から国体に多くの方が参加できますように

応援していきたいです。来週には住友化学体育

館で体育祭がありますが新居浜の校区対抗の試

合ですので新居浜リーグの他リーグの選手と組

んでの試合もあり、年に一度の体育祭ですので

楽しみましょう。今期より新規に 3チームが参加と

なりました。減少していたチーム数がここで止まっ

てくれました。これからもチームが増えてリーグが
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************************************** 

１部～３部 鎌倉 章（フルハウス） 

４部～６部 篠藤 眞（フルハウス） 

７部～９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） 

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

 

１部 

 

チーム名 前期成績 備考 

スマッシュ １部・５－０・① 42 期連続 42 期目 

大生院クラブ １部・３－２・② 6 期連続 16 期目 

みかん １部・２－３・③ 3 期連続 3 期目 

びっく☆ぽてと １部・２－３・④ 8 期連続 8 期目 

イチミヤグループ １部・２－３・⑤ 5 期連続 11 期目 

DONQUIXOTE ２部・４－１・① 初 

 

【展望】  

強さを取り戻したスマッシュが連覇なるか！？ 

新たに加わった DONQUIXOTE にも期待して

ます。（鎌倉） 

 

２部 

 

チーム名 前期成績 備考 

スカイラブ  １部・１－４・⑥ 2 期ぶり 26 期目 

YONDEN ２部・４－１・② 3 期連続 11 期目 

TEAM BLOWIN  ２部・３－２・③ 2 期連続 7 期目 

フルハウス ２部・２－３・④ 5 期連続 14 期目 

GOGO’S 宴 ２部・２－３・⑤ 6 期連続 19 期目 

壬生川羽球会 B’ ３部・５－０・① 初 

 

【展望】  

スカイラブか YONDEN か、はたまた TEAM ＢＬ

ＯＷＩＮか？他にも実力チーム揃いでオーダー

次第なところもありますが・・・総合力でスカイラブ

ですかねぇ（鎌倉） 

３部 

 

チーム名 前期成績 備考 

金栄クラブ ２部・０－５・⑥ 2 期ぶり 18 期目 

ホッチポッチ  ３部・４－１・② 2 期連続 2 期目 

れいんぼう。 ３部・３－２・③ 3 期連続 7 期目 

金子クラブ ３部・２－３・④ 2 期連続 12 期目 

すいけんず ４部・５－０・① 初 

スウィング ４部・４－１・② 初 

 



【展望】  

金栄クラブ vs すいけんずのお笑い対決に期待

ですねぇ。優勝チーム？う～ん・・・これまでの戦

績から行くとホッチポッチでしょうか。すいけんず

の降格にも少し期待してます、ホホホ（鎌倉） 

 

４部 

 

チーム名 前期成績 備考 

アーバレスト ３部・１－４・⑤ 6 期ぶり 11 期目 

TBC ３部・０－５・⑥ 4 期ぶり 4 期目 

PAOONS  ４部・２－３・③ 3 期連続 3 期目 

RABBIT ４部・２－３・④ 3 期連続 7 期目 

仮面ライダ～ ４部・２－３・⑤ 2 期連続 5 期目 

Pleasure’04 ５部・５－０・① 初 

 

【展望】  

５部から上がって来た Pleasure’04 がどこまで勝

ち上がれるか楽しみです。PAOONS、RABBIT、

仮面ライダ?が前期混戦でしたので、どういう結果

になるか難しいですね。（篠藤） 

 

 

５部 

 

チーム名 前期成績 備考 

CITY HALL  ４部・０－５・⑥ 2 期ぶり 5 期目 

コメッツ ５部・３－２・② 5 期連続 8 期目 

双葉 ５部・３－２・③ 6 期連続 12 期目 

GOGO’S 園 ５部・２－３・④ 2 期連続 2 期目 

中萩クラブ ５部・２－３・⑤ 2 期連続 3 期目 

あっぷる♡ぱい ６部・４－１・① 初 

【チーム名変更】  

市役所バド部→CITY HALL 

【展望】  

個人的には CITY HALL に頑張ってもらいたいと

ころです。メンバーが揃えばかなり強いはずなん

ですけど。コメッツ、あっぷる?ぱいがそこに続く

感じですね。（篠藤） 

６部 

 

チーム名 前期成績 備考 

寿 ５部・０－５・⑥ 2 期ぶり 10 期目 

スカイラブ M  ６部・４－１・② 3 期連続 9 期目 

double up ６部・３－２・③ 2 期連続 4 期目 

ﾁｰﾑあすなろ ６部・３－２・④ 2 期連続 2 期目 

大生院 mix ６部・１－４・⑤ 5 期連続 5 期目 

関川クラブ ７部・５－０・① 初 

 

【展望】  

前期２位のスカイラブ M が優勝候補かな？他が

どこまで食い下がれるかというところだと思います。

（篠藤） 

 

７部 

 

チーム名 前期成績 備考 

ZERO７ ６部・０－５・⑥ 2 期ぶり 3 期目 

マイッターズ ７部・４－１・② 3 期連続 12 期目 

ハイアガールズ ７部・２－３・③ 2 期連続 2 期目 

フラジール ７部・２－３・④ 2 期連続 11 期目 

ｱｰﾊﾞﾚｽﾄばぃっぅ ７部・２－３・⑤ 3 期連続 3 期目 

Hories ８部・４－１・① 3 期ぶり 10 期目 

 

【展望】  

前期は大混戦でそのうち４チームが再び戦う。上

からは ZERO７、下からは Hories が参戦し激戦必

至。優勝はここ最近安定した強さの、マイッター

ズに一票。Hories が後を追うか。（須川） 

 

８部 

 

チーム名 前期成績 備考 

VIOLET りあご ７部・０－５・⑥ 3 期ぶり 7 期目 

神戸‘S  ８部・４－１・② 2 期連続 2 期目 

GOGO’S 炎 ８部・３－２・③ 2 期連続 3 期目 

CLUBα ８部・３－２・④ 3 期連続 3 期目 

ﾌｧｲﾔｰﾎﾞｰｲｽ ８部・１－４・⑤ 2 期連続 2 期目 

 



【展望】  

 諸事情で降格となった VIOLET だが総合力で

は１枚上。新規加入で強さを示した神戸‘S との

争いか。（須川） 

 

９部 

 

チーム名 前期成績 備考 

Ｂ-Ｗings ８部・０－５・⑥ 2 期ぶり 6 期目 

STRAITS 新規加入 初 

Panda 新規加入 初 

れいんぼ～の 新規加入 初 

 

【展望】  

 新規加入チームの実力が未知数だが各種大

会に出場する STRAITS が強そうな気がする。（あ

くまでも推測）。B-Wings が先輩の意地を見せら

れるか・・・も期待。（須川） 
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************************************** 

平成 26年度後期リーグ 

各クラス表＆展望 

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

バドミントン界ではトマス杯で初優勝！！ユーバ

ー杯は準優勝！！と歴史的な快挙の記事が流

れてきました。またアジア競技大会（仁川）におい

ても 44 年ぶりに女子ダブルスで高橋礼華、松友

美佐紀組が準優勝と日本のレベルが上がってい

ますね。愛媛においても２０１７年の愛媛国体に

向けて新居浜市が組織委員会を立ち上げました。

新居浜から国体に多くの方が参加できますように

応援していきたいです。来週には住友化学体育

館で体育祭がありますが新居浜の校区対抗の試

合ですので新居浜リーグの他リーグの選手と組

んでの試合もあり、年に一度の体育祭ですので

楽しみましょう。今期より新規に 3チームが参加と

なりました。減少していたチーム数がここで止まっ

てくれました。これからもチームが増えてリーグが

盛り上がるように頑張りましょう。 

 

  横井  

 

 

 

 

今 期 の リ ー グ 情 報 誌 の 執 筆 担 当 者               

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

１部～３部 鎌倉 章（フルハウス） 

４部～６部 篠藤 眞（フルハウス） 

７部～９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） 

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

 

１部 

 

チーム名 前期成績 備考 

スマッシュ １部・５－０・① 42 期連続 42 期目 

大生院クラブ １部・３－２・② 6 期連続 16 期目 

みかん １部・２－３・③ 3 期連続 3 期目 

びっく☆ぽてと １部・２－３・④ 8 期連続 8 期目 

イチミヤグループ １部・２－３・⑤ 5 期連続 11 期目 

DONQUIXOTE ２部・４－１・① 初 

 

【展望】  

強さを取り戻したスマッシュが連覇なるか！？ 

新たに加わった DONQUIXOTE にも期待して

ます。（鎌倉） 

 

２部 

 

チーム名 前期成績 備考 

スカイラブ  １部・１－４・⑥ 2 期ぶり 26 期目 

YONDEN ２部・４－１・② 3 期連続 11 期目 

TEAM BLOWIN  ２部・３－２・③ 2 期連続 7 期目 

フルハウス ２部・２－３・④ 5 期連続 14 期目 

GOGO’S 宴 ２部・２－３・⑤ 6 期連続 19 期目 

壬生川羽球会 B’ ３部・５－０・① 初 

 

【展望】  

スカイラブか YONDEN か、はたまた TEAM ＢＬ

ＯＷＩＮか？他にも実力チーム揃いでオーダー

次第なところもありますが・・・総合力でスカイラブ

ですかねぇ（鎌倉） 

３部 

 

チーム名 前期成績 備考 

金栄クラブ ２部・０－５・⑥ 2 期ぶり 18 期目 

ホッチポッチ  ３部・４－１・② 2 期連続 2 期目 

れいんぼう。 ３部・３－２・③ 3 期連続 7 期目 

金子クラブ ３部・２－３・④ 2 期連続 12 期目 

すいけんず ４部・５－０・① 初 

スウィング ４部・４－１・② 初 

 



【展望】  

金栄クラブ vs すいけんずのお笑い対決に期待

ですねぇ。優勝チーム？う～ん・・・これまでの戦

績から行くとホッチポッチでしょうか。すいけんず

の降格にも少し期待してます、ホホホ（鎌倉） 

 

４部 

 

チーム名 前期成績 備考 

アーバレスト ３部・１－４・⑤ 6 期ぶり 11 期目 

TBC ３部・０－５・⑥ 4 期ぶり 4 期目 

PAOONS  ４部・２－３・③ 3 期連続 3 期目 

RABBIT ４部・２－３・④ 3 期連続 7 期目 

仮面ライダ～ ４部・２－３・⑤ 2 期連続 5 期目 

Pleasure’04 ５部・５－０・① 初 

 

【展望】  

５部から上がって来た Pleasure’04 がどこまで勝

ち上がれるか楽しみです。PAOONS、RABBIT、

仮面ライダ?が前期混戦でしたので、どういう結果

になるか難しいですね。（篠藤） 

 

 

５部 

 

チーム名 前期成績 備考 

CITY HALL  ４部・０－５・⑥ 2 期ぶり 5 期目 

コメッツ ５部・３－２・② 5 期連続 8 期目 

双葉 ５部・３－２・③ 6 期連続 12 期目 

GOGO’S 園 ５部・２－３・④ 2 期連続 2 期目 

中萩クラブ ５部・２－３・⑤ 2 期連続 3 期目 

あっぷる♡ぱい ６部・４－１・① 初 

【チーム名変更】  

市役所バド部→CITY HALL 

【展望】  

個人的には CITY HALL に頑張ってもらいたいと

ころです。メンバーが揃えばかなり強いはずなん

ですけど。コメッツ、あっぷる?ぱいがそこに続く

感じですね。（篠藤） 

６部 

 

チーム名 前期成績 備考 

寿 ５部・０－５・⑥ 2 期ぶり 10 期目 

スカイラブ M  ６部・４－１・② 3 期連続 9 期目 

double up ６部・３－２・③ 2 期連続 4 期目 

ﾁｰﾑあすなろ ６部・３－２・④ 2 期連続 2 期目 

大生院 mix ６部・１－４・⑤ 5 期連続 5 期目 

関川クラブ ７部・５－０・① 初 

 

【展望】  

前期２位のスカイラブ M が優勝候補かな？他が

どこまで食い下がれるかというところだと思います。

（篠藤） 

 

７部 

 

チーム名 前期成績 備考 

ZERO７ ６部・０－５・⑥ 2 期ぶり 3 期目 

マイッターズ ７部・４－１・② 3 期連続 12 期目 

ハイアガールズ ７部・２－３・③ 2 期連続 2 期目 

フラジール ７部・２－３・④ 2 期連続 11 期目 

ｱｰﾊﾞﾚｽﾄばぃっぅ ７部・２－３・⑤ 3 期連続 3 期目 

Hories ８部・４－１・① 3 期ぶり 10 期目 

 

【展望】  

前期は大混戦でそのうち４チームが再び戦う。上

からは ZERO７、下からは Hories が参戦し激戦必

至。優勝はここ最近安定した強さの、マイッター

ズに一票。Hories が後を追うか。（須川） 

 

８部 

 

チーム名 前期成績 備考 

VIOLET りあご ７部・０－５・⑥ 3 期ぶり 7 期目 

神戸‘S  ８部・４－１・② 2 期連続 2 期目 

GOGO’S 炎 ８部・３－２・③ 2 期連続 3 期目 

CLUBα ８部・３－２・④ 3 期連続 3 期目 

ﾌｧｲﾔｰﾎﾞｰｲｽ ８部・１－４・⑤ 2 期連続 2 期目 

 



【展望】  

 諸事情で降格となった VIOLET だが総合力で

は１枚上。新規加入で強さを示した神戸‘S との

争いか。（須川） 

 

９部 

 

チーム名 前期成績 備考 

Ｂ-Ｗings ８部・０－５・⑥ 2 期ぶり 6 期目 

STRAITS 新規加入 初 

Panda 新規加入 初 

れいんぼ～の 新規加入 初 

 

【展望】  

 新規加入チームの実力が未知数だが各種大

会に出場する STRAITS が強そうな気がする。（あ

くまでも推測）。B-Wings が先輩の意地を見せら

れるか・・・も期待。（須川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

編集後記 

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

いよいよ平成 26 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 51（+3） 

参加人数 567 名（+44 名） 

 （男性） 408 名（+19 名） 

 （女性） 159 名（+25 名） 

新居浜市 38 チーム 

西条市 7 チーム 

旧東予市・今治市・四国中央市 6 ﾁｰﾑ 

 

新規加入は３チーム（STRAITS、Panda、れ

いんぼ～の）で、総チーム数がプラス３となりました。

この調子で増えてくれればいいのですが。 
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