
  

 

平成 30 年度前期（第 49 期） 

新居浜リーグ情報 
4 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/ 

 

 

 

 



      

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

平成 30年度前期リーグ 

各クラス表＆展望 

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

 平成３０年度の前期リーグが始まります。１０

日ほど前に、年に 1 回のボーリングを２ゲーム

した所、持病の膝痛が出てきて階段の上がり

降り時に痛みを伴って大変です。バドミントンも

膝に故障が出やすいスポーツですがボーリン

グも膝を曲げてボールを投げる為に膝に負担

がかかります。バドミントンでは怪我防止の為

にストレッチ、ウォーミングアップ等を行ってか

ら練習や試合をしますがボーリングだから大丈

夫と油断をしてたら膝を痛めました。気候が良

くなってきてすぐにでも動けるからと思っても体

は付いてきませんから十分なウォーミングアッ

プをしっかりしましょう。 

数日前から国体に続き高校選抜大会が松

山市の武道館にて開催されていますが愛媛県

全体がバドミントンで盛り上がっています。新

居浜市も今年度はバドミントン強化に向けて体

育館を使用するようですので協力をお願いし

ます。 横井 

 

 

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

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

１部～３部 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・３－１・① 49 期連続 49 期目 

クラレ+α １部・３－１・② 13 期連続 23 期目 

TEAM BLOWIN １部・２－２・③ 4 期連続 9 期目 

イチミヤグループ １部・２－２・④ 12 期連続 18 期目 

すま媛 １部・０－４・⑤ 2 期連続 2 期目 

菊同フレンズ ２部・３－１・① 初 

 

【展望】  

混戦と言いながらやはり前期優勝のスマッシュで

しょうか？地力が違う感じがします。（篠藤） 

 

２部 

 

チーム名 前期成績 備考 

DONQUIXOTE  ２部・３－１・② 4 期連続 11 期目 

フルハウス ２部・２－２・③ 3 期連続 18 期目 

れいんぼう。 ２部・１－３・④ 2 期連続 9 期目 

びっく☆ぽてと ３部・５－０・① 10 期ぶり 5 期目 

スカイラブ ３部・４－１・② 2 期ぶり 28 期目 

 

【展望】  

若いチームが入ってきてどうなるでしょうか？フル

ハウスは残留出来るでしょうか？？？（篠藤） 

 

３部 

 

チーム名 前期成績 備考 

GOGO’S 宴 ２部・１－３・⑤ 13 期ぶり 11 期目 

関川クラブ ３部・２－３・③ 4 期連続 4 期目 

ホッチポッチ ３部・２－３・④ 2 期連続 7 期目 

壬生川羽球会 B’  ３部・１－４・⑤ 5 期連続 17 期目 

金栄クラブ ４部・５－０・① 4 期ぶり 20 期目 

 

【展望】  

GOGO’S 宴が強いと思いますが、メンバー

はどこも揃っているので組み合わせ次第の気



がします。（篠藤） 

 

４部 

 

チーム名 前期成績 備考 

中萩クラブ ３部・１－４・⑥ 3 期ぶり 16 期目 

アーバレスト ４部・４－１・② 4 期連続 16 期目 

GOGO’S園 ４部・２－３・③ 3 期連続 3 期目 

すいけんず ４部・２－３・④ 6 期連続 10 期目 

金子クラブ ４部・２－３・⑤ 2 期連続 5 期目 

YONDEN  ５部・４－１・① 初 

 

【展望】  

エース力のある中萩クラブとアーバレストが強

いよ うに思えますが菊地さんの加入した

GOGO’S 園の総合力アップも間違いないので優

勝争いに絡んできそう。（須川） 

 

５部 

 

チーム名 前期成績 備考 

スカイラブ-寿  ４部・０－５・⑥ 2 期ぶり 10 期目 

あっぷる♡ぱい ５部・４－１・② 2 期連続 2 期目 

TBC ５部・３－２・③ 2 期連続 9 期目 

PAOONS  ５部・２－３・④ 6 期連続 19 期目 

パンダ ６部・４－１・① 初 

double up ６部・４－１・② 2 期ぶり 6 期目 

 

【展望】  

ここはかなりの混戦模様です。どこが優勝して

もおかしくないと思います。実力的にはdouble up

がちょっとリードしている気もしますが勝負は分ら

ないでしょう。（須川） 

 

 

６部 

 

チーム名 前期成績 備考 

CITY HALL  ５部・２－３・⑤ 初 

ZERO７ ５部・０－５・⑥ 2 期ぶり 9 期目 

神戸‘S ６部・３－２・③ 4 期連続 5 期目 

コメッツ ６部・２－３・④ 2 期連続 7 期目 

ﾌｧｲﾔｰﾎﾞｰｲｽ ７部・４－１・① 初 

赤石クラブ ７部・３－２・② 初 

 

【展望】  

 初めて６部に下がった CITY HALL がさすが

に強そうです。ファイヤーボーイズと赤石クラブは

初参加でどこまで頑張れるか。このクラスは結構

混戦になりそうな気がします。（須川） 

 

７部 

 

チーム名 前期成績 備考 

ハイアガールズ ６部・１－４・⑤ 2 期ぶり 6 期目 

マイッターズ ６部・１－４・⑥ 7 期ぶり 13 期目 

FUTABA ﾌﾚﾝｽﾞ ７部・２－３・④ 2 期連続 2 期目 

ｱｰﾊﾞﾚｽﾄばぃっぅ ７部・２－３・⑤ 4 期連続 8 期目 

れいんぼ～の ８部・４－１・① 初 

USJ ８部・４－１・② 初 

 

【展望】  

ここは上から降格 2 チーム、下から昇格 2チーム

と対戦が新鮮なクラスとなりました！んー。優勝

予想…。難しい…。（まきこ）  

 

８部 

 

チーム名 前期成績 備考 

大生院ファミリー ７部・１－４・⑥ 初 

STRAITS ８部・４－１・③ 2 期連続 4 期目 

コパンダ ８部・２－３・④ 5 期連続 5 期目 

GOGO’S炎 ８部・１－４・⑤ 2 期連続 7 期目 

Ｂ-Ｗings ９部・５－０・① 8 期ぶり 2 期目 

 



【展望】  

5 チームリーグです。STRAITS さんが安定してま

すので、今期は優勝なるか？GOGO'S 炎はチー

ム代表ボスが移動しましたので、ここも面白い戦

いになるか？このクラスも目が離せない戦いばか

りになりそうです！ （まきこ） 

 

９部 

 

チーム名 前期成績 備考 

フラジール  ８部・０－５・⑥ 9 期ぶり 10 期目 

金栄ぺら～ず ９部・４－１・② 7 期連続 7 期目 

YONDENα ９部・２－３・③ 5 期連続 11 期目 

クレッシェンド ９部・２－３・④ 6 期連続 6 期目 

飯岡パワーズ ９部・２－３・⑤ 2 期連続 2 期目 

morionz ９部・０－５・⑥ 2 期連続 2 期目 

 

【展望】  

 昇格を狙っていた金栄ぺら～ずさんが今期こ

そ優勝で自力昇格をするのか！確実に実力が

ついてますので今期優勝候補と予想…。しま

す！（まきこ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

編集後記 

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

 

いよいよ平成 30年前期リーグが始まります。

紅まどんなが脱退し、新規加入は０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 51（-1） 

参加人数 572 名（-7 名） 

 （男性） 416 名（-4 名） 

 （女性） 156 名（-3 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 6 ﾁｰﾑ 
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