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ｺｰﾄﾞ クラブの名称  主たる活動拠点 練習日　場所等 クラブ紹介指導方針など 問合先(代表等) 電話番号

連盟事務局 本間政好
〈新規クラブの設立も相談下さい〉

　新発田市
下記の紹介を参考にして下さい。
登録人数は　別表でご覧いただけます。

下記の紹介を参考にして不明な点につきましては，お気
軽に事務局にお尋ねください。

全ての相談窓口
事務局 本間 政好

0254-26-3477
090-5418-1923

101 新潟ジュニアバドミントンクラブ  新潟市中央区
月曜日　19:00-20:45　鳥屋野中学
木曜日　18:00-20:45　新潟市体育館

平成元年（1989年）に創部された新潟市で最も歴史のあ
るクラブです。バドミントンを通して心身ともに健全な
青少年の育成をクラブのミッションとして掲げていま
す。　　　ホームページ
<https://sites.google.com/site/niigatajbc/home?auth
user=0>

　石川　義成
メールアドレス
＜leo-laia-
n.j.b.c@docomo.ne.jp>

080-2563-4563 1

102 坂井輪ジュニアバドミントンクラブ  新潟市西区 掲示希望しない 2

104 宮浦バドミントンスクール  新潟市中央区
水曜　19:00-20:45
金曜　18:30-20:45　万代長嶺小学校
日曜　 9:00-12:45

県内でも数少ない公認コーチが指導するクラブで、「自
分で判断する。」をスローガンに、親子ともども和気あ
いあいとしたチーム活動を行っています。

重山　明 090-4012-5155 3

105 はちみつJrバドミントンクラブ  新潟市東区
月・火・金 東総合スポーツセンタｰ 17時～19時 初心者
月・水・金・土・日　　中学生
火・木・土　　中級小学生

初心者向けに、打ち方、振り方、足の出し方など基本を
教えます。そして登録して大会出場を目標にして頂きた
いと思います。

堀川　和子 090-5787-9890 4

106 小野Jr.バドミントンクラブ  新潟市東区 小野　和子 5

107 白根エンゼルス  新潟市南区 中村　克成 6

108 小須戸バドミントンスポーツ少年団  新潟市秋葉区 高野　豊 7

109 豊栄ジュニアバドミントンクラブ  新潟市北区

火・水・木　19:30～21:30　光晴中
火　19：30～21：00　内野中
土　14:00～18:00　葛塚東小
月・金・日　ジュニア内の強化選手練習日

子供たちのチャレンジを応援します。
インスタ、Facebook両方にチームのページがありますのでご覧
ください。
指導者はバドミントン公認コーチ３を取得しています。

吉田　要一 090-7822-7206 8

110 岩室ジュニアバドミントンクラブ  新潟市西蒲区
月 19:00～21:00 岩室小学校
木 18:30～20:00 岩室小学校
金 19:00～21:00 岩室小学校・改善センター

小学生から中学生まで幅広い年代の子供達が活動してい
ます。挨拶や礼儀・仲間作りなどスポーツ活動を通じ
て、育てていけるクラブを目指します。

竹内　学 090-5435-9382 9

111 プログレス  新潟市 掲示希望しない 10

112 五泉バンビーノ  五泉市 掲示希望しない 11

114 新津ジュニアバドミントンクラブ  新潟市秋葉区
火曜日　19：00～21：00　荻川小学校
木曜日　19：00～21：00　新津第五中学校
金曜日　19：00～21：00　荻川小学校

普段の練習はランニング・ストレッチ・ステップから始
まり、その後はノックやパターン練習などの基本練習を
中心に行っています。バドミントンを通して心身を鍛
え、出来ないことが出来るようになる喜びや楽しさ、真
剣勝負を楽しむ一生の仲間づくりをして欲しい！そんな
思いから始めました。

常林坊　正広 090-4247-9935 12

115 ハッピーバドミントンクラブ  新潟市西区 13

117 VERTEX　    新潟市　 毛利　正和 14

201 見附バドミントンスポーツ少年団  見附市 掲示希望しない 15

204 長岡大島ジュニアクラブ  長岡市 掲示希望しない 16

205 中野島JBCスポーツ少年団  長岡市 廣川　辰也 17

207 十日町バドミントン少年団  十日町市 18

210 栃尾ジュニアバドミントンクラブ  長岡市栃尾
月　19:00～21:30　刈谷田中
火　19：00～21：00　栃尾体育館
金　19:00～21:30　吉水体育館

幼児～中学生が一緒に練習をがんばっています。栃尾地
区だけでなく旧長岡地区、見附市など近隣から参加の友
達もいます。基本からしっかりと指導して、大会で活躍
を目指します。

稲田　守 090-2886-2753 19

211 こばどクラブ  南魚沼市 若井　秀樹 20

212 与板ジュニアバドミントンクラブ  長岡市 掲示希望しない 21

213 越路ＪＢＣ  長岡市 桑原　かおり 22

214 塚山ジュニア  長岡市 掲示希望しない 23

215 上川西ジュニアバドミントンクラブ  長岡市 掲示希望しない 24

216 小千谷ジュニア  小千谷市 掲示希望しない 25

302 燕バドミントンスポーツ少年団  燕市
火曜日＝燕市体育センター19時00分～21時
木曜日＝燕市体育センター 19時～21時
土曜日＝燕市体育センター 19時～21時

レベルに合わせた練習をしています。
楽しくバドミントンをしましょう。

齋藤　幸夫 0256-62-2119 26

303 つばめインパクト  燕市

月曜日＝燕南小学校19時～21時
火曜日＝勤労者体育館18時30分～20時30分
水曜日＝燕市体育センター19時～21時
木曜日＝燕西小学校19時～21時
金曜日＝燕中学校19時～21時
土曜日＝燕東小学校19時～21時

SINCE　2003
明るく楽しいバドミントンをしましょう。
待ってまーす！

増田　護 090-8853-6019 27

305 吉田ジュニアバドミントンクラブ  燕市 掲示希望しない 28

306 ふらっとジュニアバドミントンクラブ  燕市 掲示希望しない 29

401 新発田スポーツ少年団  新発田市

毎週　水　19時～21時、
土　18時30分～21時、
日　18時30分～21時
新発田市カルチャーセンター

小学1年生から中学生まで募集しています。楽しむこと
と、強くなることの２つを目指しています。

松永　昌範 090-5448-7608 30

402 豊浦スペリオールズ  新発田市
毎週　日、月、木　19時～21時
豊浦地区体育センター

随時体験受付してます 曽我　博幸 31

403 阿賀野ジュニア  阿賀野市
月･火19時～21時　土18時～20時
ささかみ体育館

保育園児から小学6年まで、楽しく練習しています。強く
なって全国大会に行けるようがんばっています。見学お
待ちしています！
ホームページ <http://www.agano.net/njba/>

伊藤　薫 090-6686-9527 32

404 神山ジュニアバドミントンクラブ  阿賀野市 小林　邦治 33

408 笹神ジュニアバドミントンクラブ  阿賀野市 小黒　良秋 34

409 水原ジュニアバドミントンクラブ  阿賀野市 加藤　健 35

410 しばたシャトルモンキー  新発田市 新発田市内小中学校　4～5日/週　回数は自由です。
幼稚園時～中学生まで和気あいあいと励んでいます。
清々しい選手に育ってくれたらと思っています。

五十嵐　大助 090-7211-0989 36

501 直江津JBC  上越市 火曜日：国府小学校他　19時～21時
土曜日：高志小学校他　19時～21時

レベルに応じた指導を通じて、自立した
社会性と生涯スポーツの獲得をめざす。

太田　好光
025-545-4092
080-6542-5702

37

502 つばさJBC  上越市 基本は土曜日（城東中学校）で、もう少しうまくなりたい人
は火曜日から木曜日の練習に参加できます。

保育園児から中学生までを対象として、基本練習を大切
にして練習をしています。

横田幸治 080-9282-7305 38

504 板倉ＢＣ  上越市 掲示希望しない 39

505 ラブオール　糸魚川  糸魚川市 松木　鉄也 40

601 佐渡ジュニアバドミントンクラブ  佐渡市 掲示希望しない 41

704 柏崎半田ＪＳＣバドミントンクラブ  柏崎市 掲示希望しない 42

706 柏崎ジュニア  柏崎市 山田　喜一 43

709 刈羽JBC  刈羽郡刈羽村 木曜日：19時～21時　第2体育館
土曜日、日曜日：時間不定　ラピカなど

初めはみんな初心者です。楽しく、粘り強く。
Https://kariwajbc.crayonsite.net/

猪俣　一憲 44

コード太字は新チーム 太字は新代表

　新潟県小学生バドミントン連盟　加盟クラブ紹介

《個人情報の取扱いについて》記載された個人情報は連盟組織運営及び大会運営ために利用するものです。


