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

平成 27年度前期リーグ 

各クラス表＆展望 

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

 4 月からシャトルが大幅値上げとなりまし

た。食料品も多数値上げとテレビで流れてい

ました。シャトルを多く使うチームには値上

げは運営にも響きますね。収入が上がらない

し田舎は景気が良くなっている気配が感じら

れないので苦しい生活が続きそうです。小学

生の、バドミントン人口が毎年減ってきてい

ます。新居浜リーグも人数が足らずに試合が

できなくなり脱退するチームがでて参加チー

ムがだんだん少なくなってきました。２年後

の愛媛国体に新居浜リーグの中から選手が出

るように新居浜リーグを盛り上げていきまし

ょう。 

横井 

 

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

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

１部～３部 篠藤 眞（フルハウス） 

４部～６部 鎌倉 章（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 

大生院クラブ １部・５－０・① 7 期連続 17 期目 

スマッシュ １部・３－２・② 43 期連続 43 期目 

みかん １部・３－２・③ 4 期連続 4 期目 

イチミヤグループ １部・２－３・⑤ 6 期連続 12 期目 

TEAM BLOWIN ２部・５－０・① 3 期ぶり 6 期目 

フルハウス ２部・４－１・② 10 期ぶり 3 期目 

 

 

【展望】  

前期優勝した大生院クラブに他のクラブがどこま

で迫ることができるでしょうか？ただ、どこのクラブ

が優勝してもおかしくないメンバーですね。・・・フ

ルハウスは１勝目標ですが。（篠藤） 

 

２部 

 

チーム名 前期成績 備考 

DONQUIXOTE １部・０－５・⑥ 期ぶり期目 

YONDEN ２部・３－２・③ 4 期連続 12 期目 

スカイラブ ２部・２－３・④ 2 期連続 27 期目 

GOGO’S 宴 ２部・１－４・⑤ 7 期連続 20 期目 

スウィング ３部・５－０・① 初 

【展望】  

３部から上がってきたスウィングが２部でも勝って

いけるでしょうか？DONQUIXOTE が本命でしょ

うか。（篠藤） 

 

３部 

 

チーム名 前期成績 備考 

壬生川羽球会 B’ ２部・０－５・⑥ 2 期ぶり 12 期目 

ホッチポッチ  ３部・３－２・② 3 期連続 3 期目 

金子クラブ ３部・２－３・③ 3 期連続 13 期目 

れいんぼう。 ３部・２－３・④ 4 期連続 8 期目 

すいけんず ３部・２－３・⑤ 2 期連続 2 期目 

アーバレスト ４部・５－０・① 2 期ぶり 14 期目 

【展望】  

ホッチポッチ、壬生川羽球会 B’はメンバーが揃

えばやはり強そうですね。優勝争いはこの２つで

しょうか？？？（篠藤） 

 

４部 

 

チーム名 前期成績 備考 

金栄クラブ ３部・１－４・⑥ 4 期ぶり 11 期目 

TBC ４部・３－２・② 2 期連続 5 期目 

PAOONS  ４部・３－２・③ 4 期連続 4 期目 

仮面ライダ～ ４部・２－３・⑤ 3 期連続 6 期目 

CITY HALL ５部・５－０・① 2 期ぶり 18 期目 

中萩クラブ ５部・４－１・② 7 期ぶり 13 期目 



【展望】  

全勝で昇格してきた CITY HALL が前期の勢い

のままいけるか？！策士Ｓ氏率いる金栄クラブ

か？！前期同様横並びの争いになりそうです 

ここは・・・CITY HALL に 1 票。（鎌倉） 

 

 

５部 

 

チーム名 前期成績 備考 

GOGO’S 園 ５部・３－２・③ 3 期連続 3 期目 

双葉 ５部・１－４・④ 7 期連続 13 期目 

コメッツ ５部・１－４・⑤ 6 期連続 9 期目 

double up ６部・４－１・① 7 期ぶり 2 期目 

ﾁｰﾑあすなろ ６部・３－２・② 初 

菊同ﾊﾟﾜﾌﾙ 60‘S 新規加入 初 

【展望】  

う～ん・・・これは・・・菊同パワフル 60’Ｓ 

ほんとにパワフルそうです。 

おそらく今期優勝でしょう。（鎌倉） 

 

６部 

 

チーム名 前期成績 備考 

あっぷる♡ぱい ５部・１－４・⑥ 2 期ぶり 4 期目 

関川クラブ ６部・２－３・③ 2 期連続 2 期目 

スカイラブ-寿 ６部・２－３・④ 2 期連続 11 期目 

大生院 mix ６部・２－３・⑥ 6 期連続 6 期目 

マイッターズ ７部・４－１・① 17 期ぶり 14 期目 

【チーム名変更】  

寿→スカイラブ-寿 

【展望】  

若い女性の加入でおっさんパワーにみがきのか

かったマイッターズ 

しばらくこの勢いは止まりそうにないか？ 

今期も優勝間違いない？！ 

（鎌倉） 

 

７部 

 

チーム名 前期成績 備考 

ハイアガールズ ７部・３－２・② 3 期連続 3 期目 

ｱｰﾊﾞﾚｽﾄばぃっぅ ７部・３－２・③ 4 期連続 4 期目 

Hories ７部・２－３・④ 2 期連続 11 期目 

ZERO７ ７部・２－３・⑤ 2 期連続 4 期目 

神戸‘S ８部・４－０・① 初 

【展望】  

ここは神戸’S がやってくれるのでは・・・と思って

おります。前回はぶっちぎりの優勝。まだまだ余

力があるように思われます・・・ これをどこが阻止

するか！ にかかっておりますね！（まきこ） 

 

８部 

 

チーム名 前期成績 備考 

フラジール ７部・１－４・⑥ 5 期ぶり 6 期目 

GOGO’S 炎 ８部・３－１・② 3 期連続 4 期目 

VIOLET りあご ８部・２－２・③ 2 期連続 8 期目 

CLUBα ８部・１－３・④ 4 期連続 4 期目 

Panda ９部・２－１・① 初 

れいんぼ～の ９部・２－１・② 初 

【展望】  

 りあごさんが休場なので、今期は 5 チームリー

グとなりますね。総合力でいくと GOGO'S炎でし

ょうか。フラジールさんの粘りも捨てがたい！前回

優勝を逃した GOGO'S炎が今期は燃えているか

もしれませんねっ☆（まきこ） 

 

９部 

 

チーム名 前期成績 備考 

ﾌｧｲﾔｰﾎﾞｰｲｽ ８部・０－４・⑤ 3 期ぶり 6 期目 

STRAITS ９部・１－２・③ 2 期連続 2 期目 

Ｂ-Ｗings ９部・１－２・④ 2 期連続 7 期目 

金栄ぺら～ず 新規加入 初 

スタープラチナ 新規加入 初 

 



【展望】  

 新規チームが 2 チームあります＾＾個人的には

金栄ぺら～ずに興味津々（笑）某お方の指導す

る方たちの活躍やいかに！STRAITS の方は前

回の上位陣が上のランクへ移動している為、今

期最有力候補！！と予想します！（まきこ） 

 

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

編集後記 

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

いよいよ平成 27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 50（-1） 

参加人数 553 名（-14 名） 

 （男性） 399 名（-9 名） 

 （女性） 154 名（-5 名） 

新居浜市 39 チーム 

西条市 6 チーム 

旧東予市・今治市・四国中央市 5 ﾁｰﾑ 

 

前期で脱退したのが、 

スカイラブ M 

（平成 10 年後期加入～通産 34 期） 

びっく☆ぽてと 

（平成 15 年前期加入～通産 24 期）、 

Pleasure’04 

（平成 16 年前期加入～通産 22 期）、 

RABBIT 

（平成 19 年後期加入～通産 15 期）、 

 

新規加入は３チームです。 

菊同パワフル６０‘S 

金栄ぺら～ず 

スタープラチナ 

、総チーム数はマイナス１となりました。 
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