
A

W・B・C(1)

W・B・C チーム名

小松クラブ 所属団体名

1 小松クラブ

W・B・C(2)

W・B・C 《本部連絡先》

MBA 幸田　正吉

MBA TEL 076-241-3430

部 K.B.C FAX 076-241-3430

K.B.C

瓢友クラブ　A
瓢友バドミントンクラブ

B

美川クラブ　A 大吟醸クラブ

美川クラブ　 大吟醸クラブ

おわざん’Z 第３大勝丸

2 IBC 第３大勝丸
かほく宇ノ気クラブA 七尾クラブ
宇ノ気バドミントンクラブ 七尾クラブ
Maximum　（Ⅰ） 能美寺井クラブ　A

Maximum 能美クラブ

部 W・B・C(3) いいねぇ～高松

WBC かほく高松クラブ

津幡クラブ　A 中央フレンズ　A

津幡クラブ　 中央フレンズ

C D
能美辰口クラブ　A UBF １組 BAD   MAN ラブオール

能美クラブ 内灘町バドミントン協会 かほく高松クラブ 勤労者体育協会

BLACK 大吟醸 羽咋クラブ IBC スペシャル 飛翔会

3 大吟醸クラブ 羽咋バドミントン協会 IBC 飛翔会
おいなり小僧　押野 Pandora King UBF ２組 にぃちゃんず
押野バドミントンクラブ Pandora 内灘町バドミントン協会 中能登クラブ

TEAM清涼 ブラックシャトルズH バド☆ぱわぁず　S 額バードZ

TEAM清涼 ブラックシャトルズ バド☆ぱわぁず　 額バードクラブ

部 瓢友クラブ　B オールエイジ　 Victus - A 美川クラブ　D
瓢友バドミントンクラブ オールエイジ　 野町バドミントンクラブ 美川クラブ　
バド☆ぱわぁず　A 鶴来バドミントンクラブ 額バード G 粟崎バドミントンクラブ

バド☆ぱわぁず　 鶴来バドミントンクラブ 額バードクラブ 粟崎バドミントンクラブ

鵬クラブ 大天龍 ブラックシャトルズ　B 絆red

七尾クラブ 澁谷工業バドミントンクラブ ブラックシャトルズ　 絆

翼会 小松稚松クラブ 宝町クラブ　 オールプレーヤーズ　A

4 翼会 小松クラブ 宝町クラブ　 オールプレーヤーズ　

IBC オールド SILVER 大吟醸 フェニックスクラブ　 フォーティーフォー

IBC 大吟醸クラブ フェニックスバドミントンクラブ　 フォーティーフォー

鹿島フラッパーズ 津幡クラブ　B Kateeeen 三馬クラブ

中能登クラブ 津幡クラブ　 フォーティーフォー 三馬クラブ

部 ラヴスマッシュNKD Let’s -01 French 石川高専　卒

ラヴスマッシュ Let’s バドミントン French 石川高専
かほく宇ノ気クラブB 浅野川シャトルズ 小坂クラブ HIROSHI
宇ノ気バドミントンクラブ 浅野川シャトルズ 小坂クラブ　 HIROSHI

27年度　男子



A B C D

渚倶楽部 どんぐりクラブ あすなろクラブ　 輪島クラブ
羽咋バドミントン協会 小松クラブ あすなろクラブ　 輪島クラブ

奥能登クラブ 能美辰口クラブ　B ブラックシャトルズ　K 小松クラブS

5 奥能登クラブ 能美クラブ ブラックシャトルズ　 小松クラブ
小松第一シャトルズ　A 千坂クラブ ラヴバドミントン rhythm （B）

小松クラブ 千坂クラブ ラヴバドミントン rhythm 

Pandora Jack D.K.B - A 押野クラブ　A 美川クラブ　C

Pandora D.K.B 押野バドミントンクラブ 美川クラブ　

部 中央フレンズ　B Let’s -02 rhythm - A 千代野クラブ

中央フレンズ　 Let’s バドミントン rhythm 千代野クラブ
Shikaシャトルクラブ fanfare 鹿西おに斬 絆blue
志賀町バドミントン協会 KOUJI'ｚ フォーティーフォー 絆second

ラヴスマッシュSPECIAL ラヴスマッシュ ODDS AND ENDS オールプレーヤーズ　B BULL

ラヴスマッシュ ラヴスマッシュ オールプレーヤーズ　 かほく高松クラブ

たうんず Maximum (Ⅱ) 材木クラブ ファンシャトルズ

6 富士通北陸クラブ Maximum 材木クラブ ファンシャトルズ

コアラクラブ Santen 西南部クラブ 津幡クラブ　C

コアラクラブ Santen 西南部クラブ 津幡クラブ　

石川高専　在 Victus - B 東和バドミントンクラブ 小松第一シャトルズ　B

石川高専 野町バドミントンクラブ 東和バドミントンクラブ 小松クラブ

部 ＷＢＣ（４） 瓢友クラブ　C 西部ハイクリア たんと倶楽部

ＷＢＣ 瓢友バドミントンクラブ 西部ハイクリア たんと倶楽部
陽風バドミントンクラブ オンリーバド 南部クラブ N・ B ・ A

陽風園 オンリーバド 小松クラブ N・ B ・ A

小松勧進帳クラブ 新神田クラブ　 INA 美川クラブ　B

小松クラブ 新神田バドミントンクラブ INA 美川クラブ　

cheeZe WAN 7 -zero- 松任クラブ 能美寺井クラブ　B

7 cheeZe WAN7 松任クラブ 能美クラブ
NEW CITY KANAZAWA 犀生クラブ 米泉バドミントンクラブ Let’s -03
澁谷工業バドミントンクラブ 犀生クラブ 米泉バドミントンクラブ Let’s バドミントン

T-WAVE Red愛 小松BENKEI Bear's

部 高松機械工業 Red愛 小松クラブ Bear's

押野クラブ　B 瓢友クラブ　D S-BULL 押野クラブ　C
押野バドミントンクラブ　 瓢友バドミントンクラブ かほく高松クラブ 押野バドミントンクラブ

ＴＲＢ（Ｍ・Ｔ） ＴＲＢ（Ｍ・A） ＴＲＢ（Ｍ・K）

ＴＲＢ ＴＲＢ ＴＲＢ



A
美川クラブ　A
美川クラブ　
すみれクラブ　A チーム名

1 すみれクラブ　 所属団体名
津幡クラブ　A
津幡クラブ　
飛翔会 《本部連絡先》

飛翔会 幸田　正吉
部 ラブオール　Ⅰ TEL 076-241-3430

勤労者体育協会 FAX 076-241-3430

額バード　OK
額バードクラブ

B
二水クラブ 鶴来バドクラブ
二水クラブ 鶴来バドミントンクラブ

いいねぇ～高松 オールエイジ
2 かほく高松クラブ オールエイジ

ファンシャトルズ フォーティーフォー

ファンシャトルズ フォーティーフォー

七尾クラブ 小松クラブ
七尾クラブ 小松クラブ

部 材木クラブ20 宝町クラブ
材木クラブ 宝町クラブ
小松第一シャトルズ　A ブラックシャトルズＡ

小松クラブ ブラックシャトルズ

C D
あすなろクラブ　A オール KASHIMA 小坂バドミントンクラブ 千代野クラブ
あすなろクラブ　 中能登クラブ 小坂バドミントンクラブ 千代野クラブ
額バード Q 瓢友クラブ　A 三馬クラブ フェニックスクラブ　A

3 額バードクラブ 瓢友バドミントンクラブ 三馬クラブ フェニックスバドミントンクラブ　

中央フレンズ　A たんぽぽクラブ　A 金沢バドミントンクラブ K.L.C
中央フレンズ たんぽぽクラブ　 金沢バドミントンクラブ K.L.C
ラブオール　Ⅱ WBC ぴーち＆おれんじ 津幡クラブ　B
勤労者体育協会 WBC フォーティーフォー 津幡クラブ　

部 Let’s　Ａ 能美寺井クラブ(B)　 くろゆりミント 額バードＳ
Let’s バドミントン 能美クラブ くろゆりクラブ　 額バードクラブ
西南部クラブ どんぐりクラブ すみれクラブ　B あさのシャトル
西南部クラブ 小松クラブ すみれクラブ　 あさのシャトル

27年度　女子



A B C D
あすなろクラブ　B 津幡クラブ　C 宝達クラブ 浅野川シャトルズ
あすなろクラブ　 津幡クラブ　 宝達志水町バドミントン協会 浅野川シャトルズ
バド☆ぱわぁず　G Ange 翼会 能美辰口クラブ　

4 バド☆ぱわぁず　 Ange 翼会 能美クラブ
ラブバドミントン 燈籠山倶楽部 粟崎バドミントンクラブ 材木クラブ47
ラブバドミントン 燈籠山倶楽部 粟崎バドミントンクラブ 材木クラブ
大浦レディース 大徳クラブ 瓢友クラブB UBF
大浦バドミントンクラブ 大徳クラブ 瓢友バドミントンクラブ 内灘町バド協会

部 米泉バドミントンクラブ 高松クラブ　A 野々市バドミントンクラブ A ラヴスマッシュ MICKEY

米泉バドミントンクラブ かほく高松クラブ 野々市バドミントンクラブ　 ラヴスマッシュ 
WAN 7-rose- Bear's 南部クラブ
WAN 7 Bear's 小松クラブ

内灘クラブ フェニックスクラブ B MBA
内灘町バドミントン協会 フェニックスクラブ MBA
美川クラブ　B cheeZe 美川クラブ　C

5 美川クラブ　 cheeZe 美川クラブ　
Let's  (B) 小松第一シャトルズ　B たんぽぽクラブ B
Let's バドミントン 小松クラブ たんぽぽクラブ
野々市バドミントンクラブ B 千坂クラブ くろゆりレモン
野々市バドミントンクラブ 千坂バドミントンクラブ くろゆりクラブ　

部 高松クラブB 能美寺井クラブA TRB(L)
かほく高松クラブ 能美クラブ TRB


