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

平成 29年度後期リーグ 

各クラス表＆展望 

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

 9 月 30 日（土）平成 29 年度後期リーグオー

プニング会議の日が奇しくも愛媛国体の開幕

の日と重なりました。愛媛国体のバドミントン競

技は 10月 6日～9日まで砥部町陶街道ゆとり

公園体育館で行われます。新居浜リーグの登

録選手からは、成年男子の新居克哉さん（み

かん→脱退しましたけど）、成年女子の森賀佳

奈さん、金浦沙樹さん（すま媛）が選手として参

加されます。愛媛県が上位にいけるよう皆さん

でしっかり応援していきましょう！ 

 

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 須川 卓二（金栄クラブ） 

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・４－０・① 48 期連続 48 期目 

イチミヤグループ １部・３－１・② 11 期連続 17 期目 

クラレ+α １部・１－２・④ 12 期連続 22 期目 

TEAM BLOWIN １部・０－４・⑤ 3 期連続 8 期目 

すま媛 ２部・４－１・① 初 

 

【展望】  

やはり優勝候補はスマッシュでしょうか。すま媛が

どこまで勝ち上がるのかも注目です。（篠藤） 

 

２部 

 

チーム名 前期成績 備考 

DONQUIXOTE  ２部・４－１・② 3 期連続 10 期目 

フルハウス ２部・２－３・③ 2 期連続 17 期目 

GOGO’S 宴 ２部・２－３・④ 4 期連続 20 期目 

れいんぼう。 ３部・４－１・① 2 期ぶり 8 期目 

菊同フレンズ ３部・３－２・② 初 

【チーム名変更】 

菊同 65‘S+助→菊同フレンズ 

【展望】  

２部 どのクラブも強いです。メンバーさえ揃えば

どこも優勝する力はありますね。３部 実力は均

衡してると思います。びっく☆ぽてとの若い力が

どこまで通用するでしょうか？（篠藤） 

 

 

３部 

 

チーム名 前期成績 備考 

ホッチポッチ ２部・２－３・⑤ 3 期ぶり 6 期目 

スカイラブ  ２部・１－４・⑥ 4 期ぶり 4 期目 

関川クラブ ３部・３－２・③ 3 期連続 3 期目 

壬生川羽球会 B’  ３部・２－３・④ 4 期連続 16 期目 

中萩クラブ ３部・２－３・⑤ 2 期連続 10 期目 

びっく☆ぽてと ４部・５－０・① 17 期ぶり 6 期目 

 

【展望】  

実力は均衡してると思います。びっく☆ぽて

との若い力がどこまで通用するでしょうか？

（篠藤） 

 

 



４部 

 

チーム名 前期成績 備考 

金子クラブ ３部・１－４・⑥ 22 期ぶり 4 期目 

金栄クラブ  ４部・４－１・② 3 期連続 15 期目 

GOGO’S園 ４部・３－２・③ 2 期連続 2 期目 

アーバレスト  ４部・２－３・④ 3 期連続 15 期目 

すいけんず  ４部・１－４・⑤ 5 期連続 9 期目 

スカイラブ-寿 ５部・４－１・① 初 

 

【展望】  

10年以上ぶりに４部にこられた金子クラブが強

そうです。年齢は徐々に上がってきているとは言

えメンバーは揃ってますね。金栄クラブも若手を

補強し徐々に若返ってきました。前期よりはパワ

ーアップしますので優勝を狙える位置かも。

GOGO’S 園、アーバレスト、すいけんずは実力

十分ですのでチャンスあり。初参戦のスカイラブ-

寿の戦いぶりにも注目です。 

 

 

 

５部 

 

チーム名 前期成績 備考 

TBC  ４部・０－５・⑥ 3 期ぶり 8 期目 

YONDEN  ５部・３－２・② 2 期連続 3 期目 

PAOONS ５部・３－２・③ 5 期連続 18 期目 

CITY HALL  ５部・３－２・④ 2 期連続 7 期目 

ZERO７ ６部・３－１・① 2 期ぶり 7 期目 

あっぷる♡ぱい ６部・２－２・② 初 

 

【展望】  

このクラスはどのチームが勝ってもおかしくな

いと思います。実力ある TBCは４部では苦戦しま

したが５部では上位にくるでしょう。他のチームは

１つ１つの対戦次第で結果が変わってくるほどの

混戦が予想されます。初参戦のあっぷる♡ぱい

は最近の出場メンバーがかなり若返っています

のでどのような頑張りを見せてくれるか期待して

います。 

 

６部 

  

チーム名 前期成績 備考 

double up  ５部・２－３・⑤ 6 期ぶり 5 期目 

コメッツ ５部・０－５・⑥ 2 期ぶり 6 期目 

パンダ ６部・２－２・③ 2 期連続 3 期目 

マイッターズ ６部・２－２・④ 4 期連続 19 期目 

神戸‘S ６部・１－３・⑤ 3 期連続 4 期目 

ハイアガールズ ７部・３－１・① 初 

 

【展望】  

 このところ中堅クラスは混戦状態が続いており

優勝するチームがぱっと分らないことが多いです

ね。上位５チームは混戦でしょう。初の６部昇格

のハイアガールズはさすがに厳しい戦いが予想

されますが頑張って欲しいと思います。 

 

７部 

 

チーム名 前期成績 備考 

大生院ファミリー ７部・３－１・② 5 期連続 5 期目 

ﾌｧｲﾔｰﾎﾞｰｲｽ  ７部・３－１・③ 3 期連続 3 期目 

ｱｰﾊﾞﾚｽﾄばぃっぅ ７部・１－３・④ 3 期連続 7 期目 

赤石クラブ ８部・５－０・① 初 

紅まどんな ８部・４－１・② 初 

FUTABA ﾌﾚﾝｽﾞ 復帰 初 

 

【展望】  



復活した FUTABA フレンズさん、昇格した紅まど

んなさん、赤石クラブさん、入替戦で惜しくも敗退

した大生院ファミリーさん、４チームが新しく揃い

ましたので面白い戦いになりそうです。（まきこ）  

 

 

８部 

 

チーム名 前期成績 備考 

Hories ７部・１－４・⑥ 3 期ぶり 7 期目 

コパンダ ８部・３－１・② 3 期連続 3 期目 

フラジール ８部・２－２・③ 2 期連続 15 期目 

れいんぼ～の ８部・１－３・④ 5 期連続 5 期目 

紅まどんな ８部・０－４・⑤ 2 期連続 2 期目 

赤石クラブ ９部・５－０・① 初 

 

【展望】  

 新規加入のUSJさんがどう戦ってくるか。また降

格してきた GOGO’S 炎、前記は元気がありませ

んでしたが後期盛り返してくるか。（まきこ） 

 

９部 

 

チーム名 前期成績 備考 

YONDENα  ９部・３－１・② 4 期連続 10 期目 

Ｂ-Ｗings ９部・２－２・③ 7 期連続 12 期目 

クレッシェンド ９部・１－３・④ 5 期連続 5 期目 

金栄ぺら～ず ９部・０－４・⑤ 6 期連続 6 期目 

飯岡パワーズ 新規加入 初 

morionz 新規加入 初 

 

【展望】  

 新規加入チームが２チーム。ここは結構力があ

るチームが入りましたので２チームとも優勝争い

に絡んでくるのでは・・・。（まきこ） 

 

 

 

 

 

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

編集後記 

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

 

いよいよ平成 29年後期リーグが始まります。

みかん、Hories が脱退し、新規加入（復帰）4

チーム入って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 579 名（+29 名） 

 （男性） 420 名（+21 名） 

 （女性） 159 名（+8 名） 

新居浜市 40 チーム 

西条市 6 チーム 

旧東予市・今治市・四国中央市 6 ﾁｰﾑ 
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