
平成３１年３月１１日 

埼玉県中学校体育連盟バドミントン専門部  

平成３０年度 専門委員・常任委員・専門部役員 様 

 

埼玉県中学校体育連盟バドミントン専門部 

委員長 関 根 冬 藏（越谷市立東中学校）  

２０１９年度埼玉県中学校体育連盟バドミントン専門部 

『専門委員・常任委員・専門部役員』継続・変更に関わる手続きついて（お願い） 

 時下、御清栄のことと存じます。 

 同封した派遣依頼文書通り、２０１９年度県中体連バドミントン専門部専門委員会を

開催します。この派遣依頼文書は、平成３０年度専門委員・常任委員・専門部役員のみ

なさん（裏面の名簿）に配布させていただきました。 

 来年度のバドミントン専門部の事業予定・大会運営・役割分担等について決定します。

各地区へ周知できるようにしたいと思いますので、ご出席の程よろしくお願いいたしま

す。地区の中で常任委員を含めて一人も出席者がいないということがないように地区の

中で連絡を取り合って下さい。 

 

＊ 専門委員会終了後、常任委員会を行い県大会の仕事分担の決定をしますので、２月 

常任委員会の資料をご持参ください。現常任委員が出席されずに新常任委員や常任委 

員の代理の方が出席される場合は、事前に連絡を取り合って引き継ぎをして頂き、今 

までの流れをご説明下さい。よろしくお願いします。 

【お願い事項】 

１．２０１９年度、専門委員に変更がある場合は、同封の『２０１９年度県中体連バド

ミントン専門部専門委員会開催に関わる職員派遣依頼文書』を、旧専門委員・常任委

員の先生が、新しく専門委員・常任委員になられた先生にお渡し下さい。 

２．下記入力用データファイルを『埼玉県バドミントン協会中学の部』からダウンロー

ドし、必要事項を入力し、４月１７日（水）までに下記アドレス宛にパソコンメール

で返信をお願いします。 

★（地区名・中・氏名）２０１９年度 バドミントン専門部『各地区専門委員・常任委

員・専門部役員 基本データ』『専門委員会出欠席連絡票』枠 0423 

＊常任委員の方は、下記データの送信もお願いします。 

◎２０１９年度 バドミントン競技 県内地区大会日程等一覧表 0417 

 

＊連絡先  関 根  冬 藏 越谷市立東中学校  

〒343-0023  越谷市東越谷 9-3160 
ＴＥＬ ０４８－９６２－２３６６     

        ＦＡＸ ０４８－９６２－２７３７ 
携帯電話０９０－２５６１－１７１３ 
関根メール  bad.zzz.minton@gmail.com 

・ 



支 部 名 専門委員 常任委員 専門部役員 氏　　名 勤 務 先
さいたま市 さいたま市 さいたま 水本晃一郎 さいたま市立大谷口中学校
さいたま市 さいたま 池田　真次 さいたま市立東浦和中学校
川口市 川口市 川口 伊賀　祐輝 川口市立北中学校
蕨市 県南 大内田紘子 蕨市立東中学校
新座市 新座市 朝霞 大下　将孝 新座市立新座中学校
上尾市 上尾市 上尾 梶原　将人 上尾市立南中学校
鴻巣市 鴻巣市 北足立 森　歩美 鴻巣市立吹上北中学校
入間郡 入間郡 入間 竹内　真実 毛呂山町立毛呂山中学校
比企郡 比企郡 比企 福田　英正 嵐山町立玉ノ岡中学校

秩父 ＊
本庄市 本庄市 児玉 田村　勝敏 本庄東高等学校附属中学校
深谷市 深谷市 大里 宇野  文博 深谷市立幡羅中学校

北埼玉郡 北埼玉 山中　良太 加須市立加須西中学校
越谷市 越谷市 越谷八潮 山口　暁之 越谷市立光陽中学校
蓮田市 蓮田市 葛北 鹿島　善昭 蓮田市立黒浜中学校

春日部市 春日部市 葛南 渡邉　剛史 春日部市立葛飾中学校
草加市 関　　彩乃 草加市立谷塚中学校
蕨市 鈴木　大樹 蕨市立第一中学校

戸田市 岡本　有香 戸田市立戸田中学校
6．朝霞市 朝霞市 真壁　直子 朝霞市立朝霞第三中学校

和光市 ＊
桶川市 小島　　光 桶川市立桶川中学校
北本市 町野　　萌 北本市立東中学校

北足立郡 斎藤奈緒美 埼玉県立伊奈学園中学校
川越市 鈴木　優希 川越市立福原中学校
所沢市 梅田　　仁 所沢市立所沢中学校
飯能市 ＊

19.入間市 狭山市 小向江利子 西武学園文理中学校
19.入間市 入間市 松下　誉明 入間市立金子中学校

富士見市 鎌形　　悠 富士見市立本郷中学校
ふじみ野市 新井　　啓 ふじみ野市立福岡中学校
坂戸市 川崎　有喜 坂戸市立住吉中学校
鶴ヶ島市 ＊
日高市 ＊

22.東松山市 東松山市 久保亜沙美 東松山市立北中学校
秩父市 ＊
秩父郡 ＊
児玉郡 田中　理紗 神川町立神川中学校
熊谷市 酒井　　瞬 熊谷市立江南中学校
大里郡 ＊
行田市 安藤　　睦 行田市立南河原中学校
加須市 白神　朝樹 加須市立北川辺中学校
羽生市 橋本　匡人 羽生市立東中学校

春日部市 永島　裕也 春日部市立春日部中学校
40．久喜市 久喜市 安達　　昴 久喜市立太東中学校
41.八潮市 八潮市 眞熊　忠治 八潮市立八潮中学校
42．三郷市 三郷市 中井　俊吾 三郷市立北中学校
44．幸手市 幸手市 安養寺華歩 幸手市立西中学校
45．吉川市 吉川市 鈴木　香織 吉川市立東中学校
46.白岡市 白岡市 岡村　　孝 白岡市立篠津中学校

南埼玉郡 安藤　雅彦 宮代町立前原中学校
北葛飾郡 金子穂奈美 杉戸町立広島中学校

顧問 成田　　進 滑川町立滑川中学校
39．越谷市 委員長 関根　冬藏 越谷市立東中学校

副委員長 名倉　康弘 埼玉栄中学校
44．幸手市 副委員長 小林　　剛 幸手市立幸手中学校
47．南埼玉郡 副委員長 杉田　和樹 宮代町立百間中学校

副委員長 大澤　一之 朝霞市立朝霞第一中学校
幹事（さいたま） 阿保　健秀 さいたま市立三室中学校
幹事（東） 新井　靖史 越谷市立北中学校
幹事（東） 鈴木　慎一 松伏町立松伏中学校

志木市 幹事（南） 磯下由貴子 志木市立志木第二中学校
幹事（南） 平田　安奈 上尾市立原市中学校

４２．北葛飾郡 会計 中村　美杉 幸手市立西中学校
監事 坂井　　晃 星野学園中学校
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