
A
津幡クラブ A
津幡クラブ　 チーム名
瓢友クラブ A 所属団体名

1 瓢友バドミントンクラブ

WBC １
WBC 《本部連絡先》
小松クラブ 幸田　正吉
小松クラブ TEL 076-241-3430

部 かほく宇ノ気クラブA FAX 076-241-3430

宇ノ気バドミントンクラブ

UBF
内灘町バドミントン協会

B
津幡クラブB WBC　２
津幡クラブ WBC
MBA 能美寺井クラブ(A)

2 MBA 能美クラブ
飛翔会 七尾クラブⅠ
飛翔会 七尾クラブ
美川クラブ A おわざん’Ｚ
美川クラブ　 IBC

部 中央フレンズ A 羽咋クラブ
中央フレンズ 羽咋バドミントン協会

Let's -01 Pandora King
Let's バドミントン Pandora 

C D
第三大勝丸 MBA second 瓢友クラブ B 美川クラブ D
第三大勝丸 MBA second 瓢友バドミントンクラブ 美川クラブ　
TEAM SEIRYO Let's -02 おいなり小僧 押野 絆White

3 TEAM SEIRYO Let's バドミントン 押野バドミントンクラブ 絆
大吟醸クラブ 七尾クラブⅢ Maximum Ⅰ バド☆ぱわぁず A

大吟醸クラブ 七尾クラブ Maximum バド☆ぱわぁず　
小松クラブS 飛翔会 II KＡＴeeeen 瓢友クラブC
小松クラブ 飛翔会 II フォーティーフォー 瓢友バドミントンクラブ

部 オールエイジA Victus A IBCスペシャル 石川高専
オールエイジ 野町翼会 IBC 石川高専
大天龍 HYBRID 能美辰口クラブ(A) 能美辰口クラブ(B)
澁谷工業バドミントンクラブ 宇ノ気バドミントンクラブ 能美クラブ 能美クラブ

Bayern BAD   MAN HIROSHI 浅野川シャトルズ
Bayern かほくクラブ HIROSHI 浅野川シャトルズ
fanfare フォーティーフォー 千坂クラブ 額バード

4 KOUJI'ｚ フォーティーフォー 千坂バドミントンクラブ 額バード
千代野クラブ  T 宝町クラブ バド☆ぱわぁず S 東和バドミントンクラブ

千代野クラブ 宝町クラブ バド☆ぱわぁず　 東和バドミントンクラブ

絆Red たんと倶楽部 小松どんぐりクラブA 粟崎バドミントンクラブ

絆 たんと倶楽部 小松クラブ 粟崎バドミントンクラブ

部 弥生クラブ Let's -03 ブラックシャトルズHK ラブオール
弥生クラブ Let's バドミントン ブラックシャトルズ　 勤労者体育協会
ラヴスマッシュ ODDS AND ENDS オールプレーヤーズ Maximum Ⅱ IBCオールド
ラヴスマッシュ オールプレーヤーズ Maximum IBC

令和元年度　男子



A B C D
いいねぇ～高松 能美寺井クラブ（B) 西南部クラブ 小松稚松クラブ
かほくクラブ 能美クラブ 西南部クラブ 小松クラブ
輪島クラブ 小松南部クラブ TRB-(A) 鹿西おに斬

5 輪島クラブ 小松クラブ TRB フォーティーフォー

オンリーバド BULL ラヴバドミントン 千代野クラブS
オンリーバド かほくクラブ ラヴバドミントン 千代野クラブ
瓢友クラブ D Shikaシャトルクラブ 翼会 Pandora Jack
瓢友バドミントンクラブ 志賀町バドミントン協会 野町翼会 Pandora

部 三馬クラブ 新神田クラブ 押野クラブA TRB-(B)
三馬クラブ 新神田クラブ 押野バドミントンクラブ TRB
中央フレンズ B 材木クラブ rhythm ファンシャトルズ
中央フレンズ　 材木クラブ rhythm ファンシャトルズ

鶴来バドミントンクラブ たうんず NBA SILVER大吟醸
鶴来バドミントンクラブ たうんず NBA 大吟醸クラブ
バドCouer 中央フレンズ C 陽風園バドミントンクラブ Victus B

6 バドCouer 中央フレンズ 陽風園バドミントンクラブ 野町翼会
小坂クラブ オールエイジ B S-BULL D.K.B
小坂バドミントンクラブ オールエイジ かほくクラブ D.K.B
Red愛 西部ハイクリア 羽球向上委員会 INA
Red愛 西部ハイクリア 羽球向上委員会 稲本バドミントンクラブ

部 Bear's 押野クラブC 津幡クラブ C コアラクラブ
Bear's 押野バドミントンクラブ 津幡クラブ　 コアラクラブ
押野クラブ B Fushimidai 米泉バドミントンクラブ KANAIWA B.C
押野バドミントンクラブ Fushimidai 米泉バドミントンクラブ 金石バドミントンクラブ

宝達クラブ かほく市高松クラブ

宝達志水町バドミントン協会 かほくクラブ
TRB-(C) 三馬GOLD

7 TRB 三馬クラブ
小松どんぐりクラブB Let's -04
小松クラブ Let's バドミントン

フェニックスクラブB K&Kクラブ
部 フェニックスクラブ K&Kクラブ

バド☆ぱわぁずP 津幡クラブM
バド☆ぱわぁず 津幡クラブ



A
美川クラブ A
美川クラブ　
津幡クラブA チーム名

1 津幡クラブ 所属団体名
額バードOK
額バード
瓢友クラブ A 《本部連絡先》

瓢友バドミントンクラブ 幸田　正吉
部 七尾クラブⅡ TEL 076-241-3430

七尾クラブ FAX 076-241-3430

飛翔会
飛翔会

B
UBF いいねぇ～高松
内灘町バドミントン協会 かほくクラブ
津幡クラブB Let's（A）

2 津幡クラブ Let's バドミントン

小松クラブ 材木クラブ２０
小松クラブ 材木クラブ
ラブオール かほく宇ノ気クラブ

勤労者体育協会 宇ノ気バドミントンクラブ

部 三馬クラブ 小松どんぐりクラブ

三馬クラブ 小松クラブ
たんぽぽクラブA フォーティーフォー

たんぽぽクラブ フォーティーフォー

C D
オールエイジ 二水クラブ あすなろクラブA 瓢友クラブB
オールエイジ 二水クラブ あすなろクラブ 瓢友バドミントンクラブ

GRACE 鶴来バドミントンクラブ 能美辰口クラブ 千代野クラブ
3 GRACE 鶴来バドミントンクラブ 能美クラブ 千代野クラブ

Ange K.L.C ファンシャトルズ あすなろクラブB
Ange K.L.C ファンシャトルズ あすなろクラブ
浅野川シャトルズ ぴーち＆おれんじ バド☆ぱわぁずG MBA
浅野川シャトルズ フォーティーフォー バド☆ぱわぁず MBA

部 米泉バドミントンクラブ 高松クラブA 小松南部クラブ 額バードS
米泉バドミントンクラブ かほくクラブ 小松クラブ 額バード
西南部クラブ ラヴバドミントン 大浦バドミントンクラブA 燈籠山倶楽部
西南部クラブ ラヴバドミントン 大浦バドミントンクラブ 燈籠山倶楽部

令和元年度　女子



A B C D
Bear's 中央フレンズA くろゆりクラブA オールKASHIMA

Bear's 中央フレンズ くろゆりクラブ 中能登クラブ
新神田クラブ バド☆ぱわぁずM 宝町クラブ 額バードQ

4 新神田クラブ バド☆ぱわぁず 宝町クラブ 額バード
フェニックスクラブ 宝達クラブ 粟崎バドミントンクラブ 津幡クラブC
フェニックスクラブ 宝達志水町バドミントン協会 粟崎バドミントンクラブ 津幡クラブ
TRB 内灘クラブ cheeZe 能美寺井クラブ
TRB 内灘町バドミントン協会 cheeZe 能美クラブ

部 あさのシャトルB 大徳クラブ すみれクラブ WAN7
あさのシャトル 大徳クラブ すみれクラブ WAN7
翼会 ラヴスマッシュ　MICKEY 美川クラブC あさのシャトルA
野町翼会 ラヴスマッシュ 美川クラブ あさのシャトル

材木クラブ４７ 千坂クラブA
材木クラブ 千坂クラブ
たんぽぽクラブB 野々市バドミントンクラブ

5 たんぽぽクラブ 野々市バドミントンクラブ 

くろゆりクラブB 美川クラブB
くろゆりクラブ 美川クラブ
高松クラブB 大浦バドミントンクラブ B

かほくクラブ 大浦バドミントンクラブ

部 千坂クラブB 羽球向上委員会
千坂クラブ 羽球向上委員会



A
あすなろクラブ
あすなろクラブ チーム名
大吟醸シニア 所属団体名

1 大吟醸クラブ
かほくシニア
宇ノ気バドミントンクラブ 《本部連絡先》

Pandora joker 幸田　正吉
Pandora TEL 076-241-3430

部 小松稚松シニアクラブ FAX 076-241-3430

小松クラブ
フェニックスクラブA

フェニックスクラブ

B
金沢バドミントンクラブ 小松シニアクラブ
金沢バドミントンクラブ 小松クラブ

2 津幡クラブ DORASUMA
津幡クラブ ドラスマ
千代野クラブ 小坂クラブ

部 千代野クラブ 小坂クラブ
ニューフェイス・サークル NEW CITY KANAZAWA-S

ニューフェイス・サークル 澁谷工業バドミントンクラブ

美川シニア BLACK大吟醸
美川クラブ　 大吟醸クラブ

令和元年度　男子シニア


