
  

 

平成 30 年度後期（第 50 期） 

新居浜リーグ情報 
１０月展望号 

 

 

 
 

 

 

発行所・〒792-0811 新居浜市庄内町 4-7-69 

新居浜リーグ事務局 須川卓二 090-3784-1441 

ＴＥＬ（0897）37-5006 ＦＡＸ（0897）32-3016 

 

新居浜リーグ公式ホームページ 

http://www.dokidoki.ne.jp/home2/takuji/leagueK4.html 

新居浜リーグブログ 

http://red.ap.teacup.com/niihama-league/ 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8hoeL_O7dAhVJ2LwKHZOcCrMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sozai-library.com/sozai/7970&psig=AOvVaw1j7VCW1MgclFQpyhdnzqQt&ust=1538817505322350


      

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

平成 30年度後期リーグ 

各クラス表＆展望 

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

 【訃報】新居浜市バドミントン協会の中江重樹

会長が亡くなられました。ご冥福をお祈り申し

上げます。今年は台風が非常に多く日本に来

ています。愛媛県にも被害が多く発生していま

す。２４号台風の時は九州にいたので新居浜

の状況はテレビの全国版で知りましたが家の

前の道路が川のようになっていたとの事で心

配をしていましたが家は無事でした。リーグ関

係者の中にも大変な方々がいると思います。

早く平常な日々が迎えられますように頑張って

ください。日本のバドミントン選手がアジア大会、

ヨネックスジャパンオープン、韓国オープン、

中国オープン等多くの大会でメダルラッシュの

成績で凄いですね。リーグ参加者の中から世

界に行ける選手がでるように頑張ってくださ

い。 

  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 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・５－０・① 50 期連続 50 期目 

クラレ+α １部・３－２・② 14 期連続 24 期目 

イチミヤグループ １部・３－２・③ 13 期連続 19 期目 

TEAM BLOWIN １部・３－２・④ 5 期連続 10 期目 

びっく☆ぽてと ２部・４－０・① 4 期ぶり 8 期目 

スカイラブ ２部・２－２・② 8 期ぶり 7 期目 

 

【展望】  

スマッシュが優勝候補筆頭ですが、びっく⭐︎ぽ

てとの勢いも見逃せません。（篠藤） 

 

２部 

 

チーム名 前期成績 備考 

すま媛  １部・１－４・⑤ 3 期ぶり 2 期目 

菊同フレンズ １部・０－５・⑥ 2 期ぶり 2 期目 

DONQUIXOTE ２部・２－２・③ 5 期連続 12 期目 

フルハウス ２部・２－２・④ 4 期連続 19 期目 

れいんぼう。 ２部・０－４・⑤ 3 期連続 10 期目 

関川クラブ ３部・４－０・① 初 

 

【展望】  

関川クラブがどこまで上がっていくかに注目です。

（篠藤） 

 

３部 

 

チーム名 前期成績 備考 

ホッチポッチ ３部・３－１・② 3 期連続 8 期目 

GOGO’S 宴 ３部・２－２・③ 2 期連続 12 期目 

壬生川羽球会 B’ ３部・１－３・④ 6 期連続 18 期目 

金栄クラブ ３部・０－４・⑤ 2 期連続 21 期目 

GOGO’S 園 ４部・４－１・① 初 

 

【展望】  

前期２位のホッチポッチが今期で勝ち上がる

ことができるでしょうか？（篠藤） 



４部 

 

チーム名 前期成績 備考 

中萩クラブ ４部・４－１・② 2 期連続 17 期目 

YONDEN ４部・３－２・③ 2 期連続 2 期目 

金子クラブ ４部・３－２・④ 3 期連続 6 期目 

アーバレスト ４部・１－４・⑤ 5 期連続 17 期目 

あっぷる♡ぱい ５部・４－１・① 初 

 

【展望】  

前期２位の中萩クラブと３位の YONDEN が優

勝争いをしそうです。注目は若い力のあっぷる♡

ぱいですが、どこまで頑張れるか楽しみです。

（須川） 

 

５部 

 

チーム名 前期成績 備考 

すいけんず  ４部・０－５・⑥ 12 期ぶり 9 期目 

double up ５部・４－１・② 2 期連続 7 期目 

パンダ ５部・３－２・③ 2 期連続 2 期目 

スカイラブ-寿  ５部・２－３・④ 2 期連続 11 期目 

CITY HALL ６部・５－０・① 2 期ぶり 8 期目 

赤石クラブ ６部・３－２・② 初 

 

【展望】  

6 年ぶりに陥落したすいけんずが優勝候補と

言いたいところですが、各チームのメンバー見て

いるとこれはどこが勝ってもおかしくない僅差の

戦いになりそうだ。あえて上げると double up か。 

 

 

 

 

６部 

 

チーム名 前期成績 備考 

PAOONS  ５部・１－４・⑤ 14 期ぶり 11 期目 

TBC  ５部・１－４・⑥ 初 

ZERO７ ６部・２－３・③ 2 期連続 10 期目 

神戸‘S ６部・２－３・④ 5 期連続 6 期目 

ﾌｧｲﾔｰﾎﾞｰｲｽ ６部・２－３・⑤ 初 

USJ ７部・４－１・① 初 

 

【展望】  

 このクラス初参戦が３チームと目新しいメンバー

になりました。ここはやはり PAOONS と TBC が

頭一つ抜けている気がします。 

 

７部 

 

チーム名 前期成績 備考 

コメッツ ６部・１－４・⑥ 14 期ぶり 8 期目 

マイッターズ ７部・３－２・② 2 期連続 14 期目 

れいんぼ～の ７部・３－２・③ 2 期連続 2 期目 

FUTABA ﾌﾚﾝｽﾞ ７部・３－２・④ 3 期連続 3 期目 

大生院ファミリー ８部・４－０・① 2 期ぶり 6 期目 

Ｂ-Ｗings ８部・３－１・② 初 

 

【展望】  

ここは大熱戦が予想されます！どのチームも実

力揃い。オーダーが決め手になるか？下から上

がった 2 チームも勢いそのまま行くのかっ！（まき

こ） 

 

８部 

 

チーム名 前期成績 備考 

ハイアガールズ ７部・１－４・⑤ 4 期ぶり 9 期目 

ｱｰﾊﾞﾚｽﾄばぃっぅ ７部・１－４・⑥ 8 期ぶり 6 期目 

コパンダ ８部・２－２・③ 6 期連続 6 期目 

GOGO’S 炎 ８部・１－３・④ 3 期連続 8 期目 

STRAITS ８部・０－４・⑤ 3 期連続 5 期目 

飯岡パワーズ ９部・５－０・① 初 



【展望】  

昇格した飯岡パワーズさんが名前の通りパワー

全開なるか。 降格したハイアガールズさんも力

は十分。 予想は…。( ´Д｀)難しいです〰 。（ま

きこ） 

 

９部 

 

チーム名 前期成績 備考 

YONDENα ９部・３－２・③ 6 期連続 12 期目 

morionz  ９部・２－３・④ 3 期連続 3 期目 

金栄ぺら～ず ９部・１－４・⑤ 8 期連続 8 期目 

クレッシェンド ９部・１－４・⑥ 7 期連続 7 期目 

神郷ブレイズ 新規加入 初 

Arrows 新規加入 初 

MIXBC 新規加入 初 

フラジール（休場） ９部・４－１・② 2 期連続 11 期目 

 

 

【展望】  

 新規チームが 3 つ。 ん〰 新鮮ですね〰 。ど

ういった試合をみせてくれるか！フラジールさん

がお休みと言うことで、YONDENαさん優勝なる

か！（まきこ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

編集後記 

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

 

いよいよ平成 30 年後期リーグが始まります。

脱退はありませんが、フラジールが休場、新規

加入が３チームでしたので今期概要は以下の

通りです。 

 

クラス数 9（±0） 

チーム数 54（+3） 

参加人数 572 名（+20 名） 

 （男性） 437416 名（+21 名） 

 （女性） 155 名（-1 名） 

新居浜市 42 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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