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

令和元年度後期リーグ 

各クラス表＆展望 

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

 今年も台風が非常に多く日本に来ています。

８月のお盆前に熊本にいる時に台風が九州、

四国を通り観光地も休館状態で台風の通過後

にフェリー新居浜に帰ってきました幸いにも新

居浜は被害が少なかったので良かったですね。

その後も次々と台風が発生してますが被害が

ないように願います。市民体育館が改修工事

に入って２か月が過ぎましたがやはり練習＆試

合場所が少なく苦労されているようです。山根

体育館も２か月前の日に場所取りの抽選が行

われてますが中々取れない状況です。リーグ

戦をするのも大変と思いますがうまく調整をし

て試合をしてください。松山でも新居浜リーグ

と同じようなことを始めるとの情報が入ってきま

した。うまく運営ができます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） 

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

（新規執筆者募集中） 

 

 

 

１部 

 

チーム名 前期成績 備考 

スマッシュ １部・５－０・① 52 期連続 52 期目 

クラレ+α １部・３－２・② 16 期連続 26 期目 

びっく☆ぽてと １部・３－２・③ 3 期連続 10 期目 

すま媛 １部・３－２・④ 2 期連続 4 期目 

TEAM BLOWIN １部・１－４・⑤ 7 期連続 12 期目 

フルハウス ２部・５－０・① 6 期ぶり 7 期目 

 

【展望】  

スマッシュの連覇を止めるのはどこでしょ

う？？？また、久しぶりのフルハウスはどうなるで

しょう？？？（篠藤） 

 

２部 

 

チーム名 前期成績 備考 

イチミヤグループ １部・０－５・⑥ 15 期ぶり 3 期目 

スカイラブ ２部・４－１・② 2 期連続 29 期目 

菊同フレンズ ２部・３－２・③ 3 期連続 4 期目 

関川クラブ ２部・２－３・④ 3 期連続 3 期目 

YONDEN  ３部・４－０・① 初 

ホッチポッチ ３部・３－１・② 5 期ぶり 3 期目 

 

【展望】  

チームが随分入れ替わりましたが、混戦の予感

です。どこが抜け出せるでしょう？（篠藤） 

 

３部 

 

チーム名 前期成績 備考 

GOGO’S 宴 ２部・１－４・⑤ 2 期ぶり 13 期目 

れいんぼう。 ２部・０－５・⑥ 5 期ぶり 10 期目 

金栄クラブ ３部・２－２・③ 4 期連続 23 期目 

壬生川羽球会 B’  ３部・１－３・④ 8 期連続 20 期目 

GOGO’S 園 ３部・０－４・⑤ 3 期連続 3 期目 

あっぷる♡ぱい ４部・３－１・① 初 

 

【展望】  



予想としては安定している GOGO'S 宴でし

ょうか？ここも混戦の気はします。（篠藤） 

 

４部 

 

チーム名 前期成績 備考 

金子クラブ ４部・３－１・② 5 期連続 8 期目 

中萩クラブ ４部・３－１・③ 4 期連続 19 期目 

アーバレスト ４部・１－３・④ 7 期連続 19 期目 

CITY HALL ５部・３－１・① 6 期ぶり 21 期目 

TBC  ５部・３－１・② 5 期ぶり 9 期目 

Southclub 新規加入 初 

 

【展望】  

新規加入の Southclub が抜けていると思いま

す。1 部２部で戦っていたメンバーが多く実績は

十分です。他のチームが何とか止めることが出来

るかが注目です。（須川） 

 

５部 

 

チーム名 前期成績 備考 

double up  ４部・０－４・⑤ 2 期ぶり 8 期目 

赤石クラブ ５部・３－１・③ 3 期連続 3 期目 

PAOONS ５部・１－３・④ 2 期連続 21 期目 

パンダ ６部・４－１・① 2 期ぶり 3 期目 

スカイラブ-寿 ６部・４－１・② 2 期ぶり 12 期目 

 

【展望】  

４部から落ちてきた double up、下から上がって

きた２チーム、残留の２チームとほぼ横一線だと

思います。しいて上げれば前期降格の double up

が頑張ってくれるかなと（須川） 

 

６部 

 

チーム名 前期成績 備考 

すいけんず ５部・０－４・⑤ 23 期ぶり 9 期目 

大生院ファミリー ６部・３－２・③ 2 期連続 2 期目 

コメッツ ６部・２－３・④ 2 期連続 9 期目 

ﾌｧｲﾔｰﾎﾞｰｲｽ ６部・１－４・⑤ 3 期連続 3 期目 

れいんぼ～の ７部・４－０・① 初 

 

【展望】  

 永年５部以上で戦ってきたすいけんずですの

で前期の不調はちょっと不思議な結果でした。

今期は大丈夫かなと思います。（須川） 

 

７部 

 

チーム名 前期成績 備考 

ZERO７ ６部・１－４・⑥ 8 期ぶり 6 期目 

FUTABA ﾌﾚﾝｽﾞ ７部・３－１・② 5 期連続 5 期目 

ハイアガールズ ７部・２－２・③ 2 期連続 8 期目 

Ｂ-Ｗings ７部・１－３・④ 3 期連続 3 期目 

コパンダ ８部・４－０・① 初 

飯岡パワーズ ８部・２－２・② 初 

 

【展望】  

消費税増税の影響で担当者のまきこさんが多忙

とのことで代打です。７部常連チームに対してコ

パンダ、飯岡パワーズと新しく勢いのあるチーム

が上がってきましたので新鮮な戦いが繰り広げら

れそうです。ZERO７、FUTABA フレンズあたりが

優勝争いでしょうか（須川） 

 

８部 

チーム名 前期成績 備考 

神戸‘S  ７部・０－４・⑤ 10 期ぶり 3 期目 

STRAITS ８部・２－２・③ 5 期連続 7 期目 

YONDENα ８部・１－３・④ 2 期連続 7 期目 

ｱｰﾊﾞﾚｽﾄばぃっぅ ９部・５－０・① 2 期ぶり 7 期目 

神郷ブレイズ ９部・４－１・② 初 



 

【展望】  

やはり７部より降格してきた神戸‘Sが本命でしょう。

５年間７部以上で戦ってきたチームですので地

力はあると思います。初参戦の神郷ブレイズの戦

いぶりにも注目です。（須川） 

 

９部 

 

チーム名 前期成績 備考 

GOGO’S 炎 ８部・１－３・⑤ 12 期ぶり 6 期目 

金栄ぺら～ず ９部・３－２・③ 10 期連続 10 期目 

Hanekko ファミリー ９部・２－３・④ 3 期連続 3 期目 

クレッシェンド ９部・１－４・⑤ 9 期連続 9 期目 

Arrows ９部・０－５・⑥ 3 期連続 3 期目 

フラジール ９部・休場 3 期ぶり 11 期目 

 

【展望】  

フラジールが２期休場していましたが今期より復

帰。GOGO’S 炎、クレッシェンド、フラジール と

女性主体チームが３チームとなりました。本命は

GOGO’S 炎だと思いますが、なかなか９部より抜

け出せない金栄ぺら～ず、クレッシェンドも今期

はチャンスがあるかもしれません。（須川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

編集後記 

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

 

いよいよ令和元年（2019 年）度後期リーグが

始まります。新規加入は Southclub の１チーム

です。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 544 名（+25 名） 

 （男性） 415 名（+15 名） 

 （女性） 154 名（+10 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 

 

【順位戦期間】 

令和元年１０月１日～令和２年２月２９日 

【入替戦期間】 

 令和２年３月１日～令和２年３月２０日 
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