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

平成 26年度前期リーグ 

各クラス表＆展望 

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

4 月から消費税が８％になりました。駆け

込みの購入で３月末日の店はどこもいっぱい

で普段の買い物もたいへんでしたね。家内が

ガソリンスタンドで灯油を買おうとしたらガ

ソリンを買う車の行列でかなり待たされたと

帰ってきました。4月に入ったら 5円/L余り

値上げしてました。景気が良くなっている気

配が感じられない苦しい生活が続きそうです。

生活に余裕が無いせいでしょうか、バドミン

トンをする人が減ってきています。市協会、

県協会の登録者数も少なくなり、同様に新居

浜リーグも参加チームがだんだん少なくなっ

てきましたので今期よりAリーグ,Bリーグを

なくして１部～８部とします。３年後の愛媛

国体でベスト４以内の成績を残すためにも新

居浜リーグを通じて国体選手の育成に協力を

お願いします。  

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～８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） 

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

今期よりAクラスBクラス制をなくし１部～

８部制となりました。これは Bクラスが少な

くなり分ける必要性がなくなったと判断いた

しましたからです。 

１部 

 

チーム名 前期成績 備考 

大生院クラブ A１部・４－１・① 5 期連続 15 期目 

スマッシュ A１部・３－２・② 41 期連続 41 期目 

びっく☆ぽてと A１部・３－２・③ 7 期連続 7 期目 

みかん A１部・３－２・④ 2 期連続 2 期目 

イチミヤグループ A１部・２－３・⑤ 4 期連続 10 期目 

スカイラブ A２部・４－１・① 7 期ぶり 8 期目 

【チーム名変更】  

蜜柑→みかん 

【展望】  

大生院クラブが常に上位でついに優勝。勢いが

続きそうですが、スマッシュも挽回してくるでしょう 

う～ん・・・ここは・・・やっぱ意地をみせてくれると

信じてスマッシュに 1 票。（鎌倉） 

 

２部 

 

チーム名 前期成績 備考 

TEAM BLOWIN  A１部・１－４・⑥ 3 期ぶり 6 期目 

YONDEN A２部・４－１・② 2 期連続 10 期目 

GOGO’S 宴 A２部・３－２・③ 5 期連続 18 期目 

DONQUIXOTE A２部・３－２・④ 2 期連続 5 期目 

フルハウス A２部・１－４・⑤ 4 期連続 13 期目 

金栄クラブ A３部・４－０・① 初 

【展望】  

降格してきたとはいえ TEAM BLOWIN は１つ抜

け出ているんじゃないでしょうか。2 位争いが激し

いでしょう。（鎌倉） 

３部 

 

チーム名 前期成績 備考 

金子クラブ A３部・０－５・⑥ 2 期ぶり 11 期目 

壬生川羽球会 B’ A３部・３－１・② 10 期連続 11 期目 

アーバレスト A３部・２－２・③ 5 期連続 13 期目 

れいんぼう。 A３部・１－３・④ 2 期連続 6 期目 

TBC A３部・０－４・⑤ 3 期連続 6 期目 

ホッチポッチ A４部・３－１・① 初 

 



【展望】  

実力が均衡しているリーグですが、最後には金

子クラブがきそうな予感！さて・・どうでしょう

か！？（鎌倉） 

 

４部 

 

チーム名 前期成績 備考 

すいけんず A４部・３－１・② 3 期連続 4 期目 

スウィング A４部・２－２・③ 2 期連続 2 期目 

RABBIT A４部・２－２・④ 2 期連続 6 期目 

PAOONS A４部・０－４・⑤ 2 期連続 2 期目 

仮面ライダ～ A５部・４－０・① 2 期ぶり 4 期目 

市役所バド部 A５部・３－１・② 5 期ぶり 17 期目 

【展望】  

やはりここは実は上に上がっていたかもしれない

すいけんずが優勝候補でしょうか。前期全勝優

勝している仮面ライダ～も・・・（篠藤） 

 

 

５部 

 

チーム名 前期成績 備考 

双葉 A５部・２－２・③ 5 期連続 11 期目 

Pleasure’04 A５部・１－３・④ 2 期連続 3 期目 

コメッツ A５部・０－４・⑤ 4 期連続 7 期目 

GOGO’S 園 A６部・４－０・① 初 

中萩クラブ A６部・３－１・② 4 期ぶり 2 期目 

寿 A６部・２－２・③ 5 期ぶり 5 期目 

【チーム名変更】  

OKETTS→寿 

【展望】  

前期の勢いのまま GOGO'S 園が突っ走れる

か？？？コメントも引き続きお願いします。粘りの

双葉、中萩クラブもあなどれないですね。（篠藤） 

 

 

 

 

６部 

 

チーム名 前期成績 備考 

スカイラブ M A６部・１－３・④ 2 期連続 8 期目 

double up B１部・５－０・① 2 期ぶり 3 期目 

ﾁｰﾑあすなろ B１部・４－１・② 初 

大生院 mix A６部・０－４・⑤ 4 期連続 4 期目 

あっぷる♡ぱい B１部・３－２・③ 14 期ぶり 3 期目 

ZERO７ B１部・２－３・④ 3 期ぶり 6 期目 

【展望】  

ここも前期全勝優勝の DOUBLE UP が有力でし

ょうか・・・。前期休場の大生院 mix も復帰して面

白くなりそうです。（篠藤） 

 

７部 

 

チーム名 前期成績 備考 

関川クラブ B２部・４－１・② 初 

マイッターズ B１部・１－４・⑤ 2 期連続 11 期目 

ｱｰﾊﾞﾚｽﾄばぃっぅ B２部・４－１・② 2 期ぶり 2 期目 

VIOLET りあご B１部・０－５・⑥ 2 期連続 2 期目 

ハイアガールズ B２部・３－２・③ 初 

フラジール B３部・４－０・① 4 期ぶり 10 期目 

【展望】  

 上からのチームや下から上がってきた勢いのあ

るチームや実力のあるチームと今期は大混戦の

予感がします。勢いがあるのは関川クラブですが、

どこが勝ってもおかしくはありません。（須川） 

 

８部 

 

チーム名 前期成績 備考 

Hories B２部・２－３・⑤ 2 期連続 5 期目 

CLUBα B２部・０－５・⑥ 2 期連続 2 期目 

GOGO’S 炎 B３部・３－１・② 2 期ぶり 2 期目 

ﾌｧｲﾔｰﾎﾞｰｲｽ B３部・２－２・③ 初 

Ｂ-Ｗings B３部・１－３・④ 初 

神戸‘S 新規加入 初 

【展望】  

 なぜここにいるのか？の Hories が頭１つ抜けて



いると思います。上位クラスに在籍していた山内

さんも加入して隙はないでしょう。注目は新規加

入の神戸‘S です。実力は全くの未知数ですので

楽しみです。 （須川） 

 

 

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

編集後記 

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

いよいよ平成 26 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 8（-1） 

チーム数 48（-1） 

参加人数 523 名（-17 名） 

 （男性） 389 名（-4 名） 

 （女性） １34 名（-13 名） 

新居浜市 35 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１チーム（神戸‘S）。脱退が２チー

ム（ここっと、e-Friend）でマイナス１となりました。 
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