
H30年度
部員数 会費支払数 個人登録者数 加入率％ 部員数 会費支払数 加入率％ 会費支払い

浦和明の星中 ○ 34 0.0 1
浦和実業学園中 ○ 9 0.0 教員 長島 先生
開智中 ○ 0 #DIV/0! 2
さいたま内谷中 ○ 97 0.0 教員 鈴木 先生
さいたま浦和中 ○ 28 14 50.0 教員 福地 先生
さいたま大久保中 ○ 24 0.0 教員 矢島 先生
さいたま大宮八幡中 ○ 31 15 48.4 教員 阿久津 先生
さいたま大谷口中 ○ 36 36 100.0 教員 水本　 先生
さいたま尾間木中 ○ 81 0.0 教員 佐藤 先生
さいたま片柳中 ○ 44 0.0 教員 星 先生
さいたま上大久保中 ○ 73 71 97.3 教員 池田 先生
さいたま川通中 ○ 25 14 56.0 教員 曳地 先生
さいたま木崎中 ○ 114 0.0 3
さいたま岸中 ○ 88 14 15.9 教員 尾登 先生
埼玉栄中 ○ 39 41 105.1 教員 名倉 先生
さいたま指扇中 ○ 28 19 67.9 教員 妹尾 先生
さいたま第二東中 ○ 33 18 54.5 教員 阿久津 先生
さいたま田島中 ○ 55 53 96.4 教員 大木 先生
さいたま土合中 ○ 76 37 48.7 教員 服部 先生
さいたま土屋中 ○ 21 11 52.4 教員 角山 先生
さいたま常盤中 ○ 56 0.0 教員 水本 先生
さいたま日進中 ○ 112 10 8.9 教員 坂本 先生
さいたま原山中 ○ 74 58 78.4 教員 長瀬 先生
さいたま春里中 ○ 83 54 65.1 教員 嶋村 先生
さいたま春野中 ○ 37 33 89.2 教員 大貫 先生
さいたま東浦和中 ○ 77 57 74.0 教員 池田 先生
さいたま三橋中 ○ 35 20 57.1 教員 豊田 先生
さいたま三室中 ○ 87 53 60.9 教員 阿保 先生
さいたま美園中 ○ 48 0.0 教員 久米 先生
さいたま南浦和中 ○ 85 38 44.7 教員 清宮 先生
さいたま本太中 ○ 98 51 52.0 教員 田島 先生
さいたま与野西中 ○ 36 0.0 教員 野田 先生
淑徳与野中 ○ 38 0.0 4
さいたま桜山中 非設置校 1 個人登録
川口小谷場中 ○ 24 0.0 5
川口岸川中 ○ 53 6 11.3 教員 御舩 先生
川口北中 ○ 64 48 75.0 教員 黒木 先生
川口在家中 ○ 51 0.0 6
川口芝中 ○ 76 48 63.2 教員 麻生　 先生
川口芝東中 ○ 49 0.0 教員 廣田 先生
川口戸塚中 ○ 72 7 9.7 教員 西 先生
川口八幡木中 ○ 62 38 61.3 教員 伊賀 先生
草加中 ○ 25 27 108.0 教員 前 先生
草加青柳中 ○ 32 47 146.9 教員 土肥 先生
草加川柳中 ○ 71 0.0 7
草加瀬崎中 ○ 21 7 33.3 教員 富士田 先生
草加松江中 ○ 50 0.0 8
草加谷塚中 ○ 43 39 90.7 教員 関 先生
草加両新田中 ○ 34 5 14.7 教員 石井 先生
戸田中 ○ 39 0.0 教員 岡本 先生
戸田新曽中 ○ 65 26 40.0 教員 月出 先生
戸田東中 ○ 47 8 17.0 教員 藤田 先生
蕨第一中 ○ 18 0.0 9
蕨東中 ○？ #DIV/0!
蕨第二中 非設置校 1 個人登録
戸田笹目中 2 個人登録
朝霞第一中 ○ 69 41 59.4 教員 菅 先生
朝霞第三中 ○ 62 52 83.9 教員 真壁 先生
朝霞第四中 ○ 100 68 68.0 教員 川中 先生
志木第二中 ○ 59 59 100.0 教員 磯下 先生
志木宗岡中 ○ 38 0.0 10
西武台新座中 ○ 0 #DIV/0! 11
新座中 ○ 35 31 88.6 教員 大下 先生
新座第四中 非設置校 教員 帰山 先生
上尾中 ○ 47 37 78.7 教員 宮澤 先生
上尾大谷中 ○ 72 69 95.8 教員 清水 先生
上尾瓦葺中 ○ 48 48 100.0 教員 山本 先生
上尾西中 ○ 91 90 98.9 教員 稲岡 先生
上尾原市中 ○ 40 30 75.0 教員 荻原 先生
上尾東中 ○ 48 24 50.0 教員 遠藤 先生
上尾南中 ○ 25 24 96.0 教員 梶原 先生
伊奈学園中 ○ 36 12 33.3 教員 齋藤 先生
桶川中 ○ 38 36 94.7 教員 島田 先生
桶川加納中 ○ 61 25 41.0 教員 林 先生
桶川西中 ○ 66 39 59.1 教員 関根 先生
北本東中 ○ 62 33 53.2 教員 町野 先生
鴻巣赤見台中 ○ 45 32 71.1 教員 亀山 先生
鴻巣吹上中 ○ 19 20 105.3 教員 中村 先生
鴻巣吹上北中 ○ 52 39 75.0 教員 森　 先生
鴻巣南中 ○ 35 27 77.1 教員 内田 先生
鴻巣西中 非設置校 2 個人登録
鴻巣中 非設置校 1 個人登録
鴻巣北中 非設置校 2 個人登録
入間金子中 ○ 26 0.0 教員 草村 先生
川越福原中 ○ 29 19 65.5 教員 鈴木 先生
坂戸住吉中 ○ 61 9 14.8 教員 川﨑 先生
狭山中央中 ○ 60 0.0 13
秀明中 ○ 28 0.0 14
城西川越中 ○ 10 3 30.0 教員 佐藤 先生
西武学園文理中 ○ 29 0.0 15 先生
ふじみ野福岡中 ○ 29 8 27.6 教員 新井 先生
星野学園中 ○ 37 29 78.4 教員 坂井 先生
毛呂山中 ○ 32 11 34.4 教員 竹内 先生
坂戸中 非設置校 1 個人登録
鶴ヶ島富士見中 非設置校 1 個人登録
鶴ヶ島中 非設置校 1 個人登録
川越寺尾中 非設置校 1 個人登録
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所沢南陵中 非設置校 1 個人登録
東松山北中 ○ 42 8 19.0 教員 大木 先生
嵐山玉ノ岡中 ○ 27 27 100.0 教員 田中 先生
嵐山菅谷中 ○ 20 20 100.0 教員 佐藤 先生
吉見中 ○ 26 19 73.1 教員 金子 先生
大妻嵐山 非設置校 0 16
ときがわ都幾川中 非設置校 0 教員 佐藤 先生
東松山南中 非設置校 1
小川東中 非設置校 2 個人登録
神川中 ○ 45 19 42.2 教員 田島 先生
本庄東高附属中 ○ 28 10 35.7 教員 田村 先生
上里中 非設置校 5 外部指導者 松本
上里北中 非設置校 1 外部指導者 荒井
本庄児玉中 非設置校 1 個人登録
本庄南中 非設置校 3 個人登録
本庄西中 非設置校 1 個人登録
熊谷江南中 ○ 18 18 100.0 教員 鯨井 先生
深谷明戸中 ○ 32 0.0 教員 鈴木 先生
深谷川本中 ○ 25 25 100.0 教員 石山 先生
深谷豊里中 ○ 26 19 73.1 教員 加松 先生
深谷幡羅中 ○ 31 32 103.2 教員 宇野 先生
東京成徳大深谷中 ○ 教員 永山 先生
深谷南中 非設置校 1 個人登録
熊谷三尻中 非設置校 1 個人登録
深谷中 非設置校 1 個人登録
深谷上柴中 非設置校 1
深谷奈良中 非設置校 1
熊谷大原中 非設置校 1 個人登録
開智未来中 ○ 20 20 100.0 教員 山崎 先生
加須騎西中 ○ 81 47 58.0 教員 清水 先生
加須北川辺中 ○ 18 15 83.3 教員 白神 先生
加須昭和中 ○ 84 49 58.3 教員 清水 先生
加須西中 ○ 27 27 100.0 教員 山中 先生
加須東中 ○ 61 56 91.8 教員 岸本 先生
加須平成中 ○ 39 17 43.6 教員 石井 先生
行田中 ○ 27 23 85.2 教員 髙橋 先生
行田太田中 ○ 39 40 102.6 教員 長島 先生
行田忍中 ○ 27 27 100.0 教員 山田 先生
行田西中 ○ 37 26 70.3 教員 鹿島 先生
羽生東中 ○ 42 42 100.0 教員 松本 先生
行田南河原中 ○ 23 22 95.7 教員 安藤 先生
行田長野中 非設置校 3 #DIV/0! 教員 田巻 先生
行田見沼中 非設置校 1 個人登録
越谷栄進中 ○ 79 14 17.7 教員 堀越 先生
越谷大相模中 ○ 35 34 97.1 教員 荒井 先生
越谷大袋中 ○ 45 29 64.4 教員 落合 先生
越谷北中 ○ 45 45 100.0 教員 新井 先生
越谷光陽中 ○ 62 0.0 教員 鈴木 先生
越谷新栄中 ○ 62 24 38.7 教員 三好 先生
越谷中央中 ○ 104 52 50.0 教員 木原 先生
越谷西中 ○ 52 0.0 教員 柳屋 先生
越谷東中 ○ 53 36 67.9 教員 山口 先生
越谷平方中 ○ 30 0.0 教員 稲村 先生
越谷富士中 ○ 46 46 100.0 教員 新藤 先生
越谷北陽中 ○ 31 0.0 教員 伊東 先生
越谷南中 ○ 89 1 1.1 教員 曽屋 先生
八潮中 ○ 68 67 98.5 教員 伏見 先生
八潮大原中 ○ 54 32 59.3 教員 山内 先生
八潮八幡中 ○ 54 30 55.6 教員 当銘 先生
獨協埼玉中 非設置校 1 個人登録
久喜中 ○ 50 29 58.0 教員 井野 先生
久喜太東中 ○ 47 20 42.6 教員 矢澤 先生
久喜東中 ○ 37 36 97.3 教員 小松 先生
久喜南中 ○ 32 27 84.4 教員 小川 先生
久喜鷲宮中 ○ 44 36 81.8 教員 黒崎 先生
久喜鷲宮西中 ○ 20 14 70.0 教員 横川 先生
久喜鷲宮東中 ○ 57 43 75.4 教員 松井 先生
幸手中 ○ 66 53 80.3 教員 櫻井 先生
幸手西中 ○ 58 46 79.3 教員 中村 先生
昌平中 ○ 15 0.0 教員 石澤 先生
白岡篠津中 ○ 47 29 61.7 教員 岡村 先生
杉戸中 ○ 90 90 100.0 教員 嶋村 先生
杉戸広島中 ○ 25 22 88.0 教員 金子 先生
蓮田黒浜中 ○ 53 52 98.1 教員 鹿島 先生
蓮田南中 ○ 23 23 100.0 教員 齋藤 先生
宮代前原中 ○ 35 32 91.4 教員 安藤 先生
春日部中 ○ 37 23 62.2 教員 永島 先生
春日部飯沼中 ○ 75 19 25.3 教員 小川 先生
春日部大沼中 ○ 41 27 65.9 教員 久貝 先生
春日部葛飾中 ○ 50 20 40.0 教員 渡邉 先生
春日部共栄中 ○ 20 0.0 17
春日部武里中 ○ 21 21 100.0 教員 小川 先生
春日部中野中 ○ 31 22 71.0 教員 小谷 先生
春日部緑中 ○ 23 0.0 18
松伏中 ○ 43 33 76.7 教員 町田 先生
三郷北中 ○ 63 36 57.1 教員 平林 先生
三郷栄中 ○ 58 0.0 19
三郷南中 ○ 50 0.0 20
三郷彦成中 ○ 25 0.0 教員 鈴木 先生
吉川中央中 ○ 34 21 61.8 教員 小峯 先生
吉川東中 ○ 42 0.0 21
吉川南中 ○ 72 37 51.4 教員 武内 先生
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【問い合わせ先】　記載ミスや漏れがございましたらご連絡下さい。　　埼玉県バドミントン協会　中学の部　　関根　冬藏（越谷市立東中学校）
関根携帯   ０９０－２５６１－１７１３　　学校FAX   ０４８－９６２－２７３７　　＊　携帯への電話かショートメール、学校FAXでお願いします。
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