
男子 入山コース

女子 押立コース

ＯＵＴ Ｉ　Ｎ ＯＵＴ Ｉ　Ｎ ＯＵＴ Ｉ　Ｎ

ＫＧＡ 競技委員長・男子 神戸　誠 ◎ ◎ ◎ ◎

ＫＧＡ 副競技委員長・男子 小沼　金一 ◎ ◎ ◎ ◎

ＫＧＡ 競技委員長・女子 荒井　抹恵 ◎ ◎ ◎ ◎

ＫＧＡ 副競技委員長・女子 青柳　明美 ◎ ◎ ◎ ◎

1 関東高ゴ連 大会会長 加藤　慎也

2 関東高ゴ連 実行委員長 和田　昭二 ◎ ○ 男子 選手宣誓 １名 ◎ ◎ 埼玉県地区

3 関東高ゴ連 実行委員長 望月　照夫 ◎ ○ 女子 選手宣誓 １名 ◎ ◎ 静岡・山梨地区

4 関東高ゴ連 実行委員 黒澤　昭 ○ ○ ◎

5 関東高ゴ連 実行委員 小林　和仁 ○ ○ ○

6 関東高ゴ連 実行委員 高橋　克司 ○ ○ ○

7 関東高ゴ連 実行委員 堀江　靖見 ○ ○男子 ○男子 ○男子 コースチェック

8 関東高ゴ連 実行委員 赤羽　佑史 ○ ○女子 ○女子 ○女子 コースチェック

9 関東高ゴ連 実行委員 塙　　健二 ○ 顧問受付 ○

10 関東高ゴ連 実行委員 富田　進 ○ ○ ○ ○

11 関東高ゴ連 実行委員 緋田　幸朗 ◎ 顧問受付 ◎

軽井沢72 会場実務責任者 山浦　雅文 ☆ ☆

1 関信越 作新学院 吉江　誠也 ◎ ◎ ◎
2 関信越 共愛学園 布施川　史子

3 関信越 佐野日大 阿部　裕樹

4 関信越 佐野日大 田口　武夫

5 関信越 新潟産業附属 佐藤昌宏

6 関信越 佐久長聖 木村千秋

7 関信越 開志国際 藤田　裕之

8 関信越 関東学園 関口　徹

9 関信越 文星女子 村山　崇

10 関信越 松商学園 足立　茂雄

11 関信越 前橋育英 湯浅　彩子

12 埼玉 浦和学院 和田　昭二 ◎ ◎ 男子主管

13 埼玉 浦和学院 小島茉莉恵 男子主管

14 埼玉 埼玉栄 橋本　賢一 男子主管

15 埼玉 埼玉栄 植草　一成 男子主管

16 埼玉 正智深谷 大瀧　圭一 男子主管

17 埼玉 立教新座 出口　久徳 男子主管

18 埼玉 慶応志木 原　浩史 男子主管

19 埼玉 埼玉平成 福島　良太 男子主管

20 埼玉 叡明 中村　光太郎 男子主管

21 埼玉 本庄第一 高橋　 男子主管

22 埼玉 本庄東 村山正道 男子主管

23 神奈川 横浜旭陵 稲垣　善雄

24 神奈川 厚木北 籾山　隆裕

25 神奈川 日大高 高橋　大輝

26 神奈川 法政二 坂井　史郎

27 神奈川 法政二 小林　静子

28 神奈川 湘南工大附属 川原　智

29 神奈川 湘南学院 鰐川　浩志

30 静岡・山梨静岡北 杉山　大裕 女子主管

31 静岡・山梨星陵 西村　塁 女子主管

32 静岡・山梨浜松日体高 石田　翼 女子主管

33 静岡・山梨静岡北 杉山　大祐 女子主管

34 静岡・山梨日大三島 芹澤　隆 女子主管

35 静岡・山梨日大三島 田村　径 女子主管

36 静岡・山梨飛龍 望月　照夫 ◎ ◎ 女子主管

37 静岡・山梨富士市立 長坂　智博 女子主管

38 静岡・山梨富士市立 柿島　由和 女子主管

39 静岡・山梨静岡浜松商業 江川　和宏 女子主管

40 東関東 印旛明誠 菅谷　哲男

41 東関東 鹿島学園 海老澤　幸輝

42 東関東 拓殖紅陵 小林　和仁 ◎ ◎ ◎

43 東関東 千葉学芸 鈴木　重樹

44 東関東 日本ウェルネス 石黒　亨

45 東関東 西武台千葉 吉田　一雄

46 東関東 ルネサンス 高木　剛

47 東関東 明秀学園日立 高槌　倫明

48 東関東 明秀学園日立 近嵐　裕喜

49 東関東 麗澤 佐坂　浩二

50 東関東 麗澤 中山　理恵

51 東関東 聖徳大附属女子内山　泉美

52 東関東 千葉黎明 長谷川　愛希

53 東京 駒場学園 平川　剛

54 東京 杉並学院 戸頃　義邦

55 東京 日大一高 大矢　一良

56 東京 堀越 田中裕人・齋藤充

57 東京 明大中野 星川　洸輔

58 東京 明大中野八王子星川　信爾 ◎ ◎
59 東京 代々木 山中　辰男

61 東京 共立第二 池田　孝

62 東京 日大鶴ケ丘 田代　彩乃

63 東京 安田学園 竹内　淳

64 東京 目黒学院 井手　智洋

65 東京 玉川学園 渡辺康孝

66 東京 玉川学園 堀　葉月

67 東京 立正 関　卓朗

68 東京 青山学院 横田　功樹

69 東京 法政大 杉浦　裕也

70 東京 文教大付 松田　直子

71 東京 立教池袋 増田　毅

72 東京 日体大荏原 本橋　慶彦

73 東京 早稲田実業 川村　幸世

※◎の先生方は、朝の地区代表者会議にご出席ください。（地区で代理の方の出席も可）
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男女・トップ
組誘導

進行巡回

地区代表者会議　　AM6:１0 　大会本部・２階レストラン奥
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男子運営・主管地区責任者

女子運営・主管地区責任者

長野県ゴルフ連盟の皆さん

スタート

男女共通

後半

前半

男女共通

男女共通

男子・入山

女子・押立


