
A
WBC １ チーム名
WBC 所属団体名
瓢友クラブA

1 瓢友バドミントンクラブ

寺井クラブ(A)
能美クラブ
TSUBATA　A
津幡クラブ

部 小松クラブ
小松クラブ
七尾クラブⅠ
七尾クラブ

B
MBA UBC
MBA 内灘町バドミントン協会

TSUBATA　B 瓢友クラブ B
2 津幡クラブ 瓢友バドミントンクラブ

かほく宇ノ気クラブA Pandora　King
かほく宇ノ気クラブ Pandora
美川クラブ A 中央フレンズ A
美川クラブ　 中央フレンズ

部 弥生クラブ 小松どんぐりクラブA

弥生クラブ 小松クラブ
七尾クラブⅢ 辰口クラブ（Ａ）
七尾クラブ 能美クラブ

C D
絆　white おわざん’Z TEAM　SEIRYO Ｌｅｔ’ｓ－０２
絆 IBC TEAM　SEIRYO Ｌｅｔ’ｓ
YAVENGERS 大吟醸クラブ オールエイジA WBC　２

3 フォーティーフォー 大吟醸クラブ オールエイジ WBC
羽咋クラブ 飛翔会 大天龍 IBCスペシャル
羽咋市バドミントン協会 飛翔会 大天龍 IBC
Victus　A 石川高専１ IBCオールド バド☆ぱわぁず A

野町翼会 石川高専 IBC バド☆ぱわぁず　
部 Bayern Maximum Ⅰ 浅野川シャトルズA 飛翔会　Ⅱ

Bayern Maximum 浅野川シャトルズA 飛翔会　Ⅱ
BAD   MAN 小松クラブS fanfare フォーティーフォー

かほく 小松クラブ KOUJI'ｚ フォーティーフォー

千代野クラブT Ｌｅｔ’ｓ－０１ 額バード 千坂クラブ
千代野クラブ Ｌｅｔ’ｓ 額バード 千坂バドミントンクラブ

Maximum Ⅱ 辰口クラブ（Ｂ） 絆　red 美川クラブD
4 Maximum 能美クラブ 絆 美川クラブ

BULL Pandora　Jack 中央フレンズB 翼会
かほく Pandora 中央フレンズ 野町翼会
SILVER大吟醸 オールエイジB Shikaシャトルクラブ 千代野クラブS
大吟醸クラブ オールエイジ 志賀町バドミントン協会 千代野クラブ

部 小松稚松クラブ 輪島クラブ 浅野川シャトルズB Rhythm
小松クラブ 輪島クラブ 浅野川シャトルズB Rhythm
瓢友クラブ C TRB-MA オールプレーヤーズ 西南部クラブ
瓢友バドミントンクラブ TRB オールプレーヤーズ 西南部クラブ
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A B C D
ラヴスマッシュ ODDS AND ENDS いいねェ～高松 たんと倶楽部 小松南部クラブ
ラヴスマッシュ かほく たんと倶楽部 小松クラブ
TSUBATA　C N・B・A 鶴来バドミントンクラブ 石川高専２

5 津幡クラブ N・B・A 鶴来バドミントンクラブ 石川高専２
バドCoeur 新神田クラブ 三馬クラブ 西部ハイクリアA
バドCoeur 新神田バドミントンクラブ 三馬クラブ 西部ハイクリア
Bear's フェニックス TSUBATA　M たうんず
Bear's フェニックス 津幡クラブ 富士通北陸クラブ

部 三馬GOLD Victus　B オンリーバド 寺井クラブ（Ｂ）
三馬クラブ 野町翼会 オンリーバド 能美クラブ
D.K.B KANAIWA　B．C 材木クラブ 鹿西おに斬
D.K.B 金石バドミントンクラブ 材木クラブ フォーティーフォー

ファンシャトルズ TRB-MB TTS 羽球向上委員会
ファンシャトルズ TRB TTS 羽球向上委員会
VAPPYZ かほく市高松クラブ Victus C Ｓ－ＢＵＬＬ

6 VAPPYZ かほく 野町翼会 かほく
ラヴバドミントン Oneteam 宝町バドミントンクラブ MBA　second
ラヴバドミントン Oneteam 宝町バドミントンクラブ MBA
西部ハイクリアB 寺井クラブ（Ｃ） 内灘クラブ ブラックシャトルズHK

西部ハイクリア 能美クラブ 内灘町バドミントン協会 ブラックシャトルズ

部 宝達クラブ Dasushu 押野クラブ Fushimidai
宝達志水町バドミントン協会 Dasushu 押野バドミントンクラブ 伏見台バドミントンクラブ

米泉バドミントンクラブ

米泉バドミントンクラブ



A
瓢友クラブ A チーム名
瓢友バドミントンクラブ 所属団体名
TSUBATA　A

1 津幡クラブ
美川クラブ A
美川クラブ　
飛翔会
飛翔会

部 七尾クラブⅡ
七尾クラブ
額バードOK
額バード

B
UBC 三馬クラブ
内灘町バドミントン協会 三馬クラブ
あすなろクラブA 材木クラブ２０

2 あすなろクラブ 材木クラブ
Kahoku City Badominton Team フォーティーフォー

かほく フォーティーフォー

小松クラブ ラブオール
小松クラブ 勤労者体育協会

部 GRACE オールエイジ
GRACE オールエイジ
TSUBATA　B 高松クラブA
津幡クラブ かほく

C D
小松どんぐりクラブ Ange 二水クラブ ファンシャトルズ
小松クラブ Ange 二水クラブ ファンシャトルズ
瓢友クラブB TRB－WA 中央フレンズA Bear’ｓ

3 瓢友バドミントンクラブ TRB 中央フレンズ Bear’ｓ
能美クラブ フェニックスA K．L．C 千代野クラブ
能美クラブ フェニックス K．L．C 千代野クラブ
羽球向上委員会 新神田クラブ あすなろクラブB 額バードS
羽球向上委員会 新神田バドミントンクラブ あすなろクラブ 額バード

部 WAN　７ TSUBATA　C 大徳クラブ あさのシャトルA
WAN　７ 津幡クラブ 大徳クラブ あさのシャトル
すみれクラブ 小松南部クラブ 額バードOKB 千坂クラブA
すみれクラブ 小松クラブ 額バード 千坂バドミントンクラブ
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A B C D
オールKASHIMA 額バードQ くろゆりクラブA Let's
中能登クラブ 額バード くろゆりクラブ Let's
翼会 美川クラブC 小坂クラブ 千坂クラブB

4 野町翼会 美川クラブ 小坂バドミントンクラブ 千坂バドミントンクラブ

大浦バドミントンクラブ 内灘クラブ あさのシャトルB cheeZe
大浦バドミントンクラブ 内灘町バドミントン協会 あさのシャトル cheeZe
美川クラブB フェニックスB Bear’ｓ　Ｐｏｏｈ せせらぎクラブ
美川クラブ フェニックス Bear’ｓ せせらぎクラブ

部 高松クラブB ラヴスマッシュ MICKEY 宝達クラブ ぴーち＆おれんじ
かほく ラヴスマッシュ 宝達志水町バドミントン協会 フォーティーフォー

A
高松クラブC
かほく
くろねこクラブ

5 くろねこクラブ
TRB－WB
TRB
米泉バドミントンクラブ

米泉バドミントンクラブ

部 燈籠山俱楽部
燈籠山俱楽部



A
大吟醸シニア チーム名
大吟醸クラブ 所属団体名
あすなろクラブ

1 あすなろクラブ
BLACK大吟醸
大吟醸クラブ
かほくシニア
かほく宇ノ気クラブ

部 小松稚松シニア
小松クラブ
KOSAKA　A
小坂バドミントンクラブ

B
TSUBATA DORASUMA
津幡クラブ ドラスマ

2 ニューフェイス・サークル 金沢バドミントンクラブ

ニューフェイス・サークル 金沢バドミントンクラブ

小松シニア 千代野クラブ
部 小松クラブ 千代野クラブ

KOSAKA　B 押野クラブS
小坂バドミントンクラブ 押野バドミントンクラブ
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