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1 岩田　淳子

2 窪田　千秋

3 関東高ゴ連 副競技委員長 堀江　靖見 ○ ◎

4 関東高ゴ連 大会委員長 緋田　幸朗 ○ ◎ 〇 ◎

5 関東高ゴ連 実行委員長 小林　和仁 ◎

6 関東高ゴ連 東関東地区事務局 佐坂　浩二 ○

7 関東高ゴ連 大会副委員長 三浦　尚稔 ○ 〇 開会式責任者

8 関東高ゴ連 実行委員 和田昭二 ○ ○ ○

9 関東高ゴ連 実行委員 塙　健二 ○

10 関東高ゴ連 実行委員 坂入　茂樹 ○ 〇

11 日本高ゴ連 視察 宮原　保 ○

12 関東高ゴ連 ○

13 関東高ゴ連 アシスタント コース内 ○

14 東関東 西武台千葉高等学校 吉田　一雄
15 東関東 西武台千葉高等学校 渡辺　瞭
16 東関東 聖徳大学附属女子高等学校 内山　泉美
17 東関東 日本ウェルネス高等学校 一反田　拓三
18 東関東 日本ウェルネス高等学校 黒石　亨
19 東関東 ルネサンス高等学校 高木　剛
20 東関東 ルネサンス高等学校 原田　恵
21 東関東 千葉黎明高等学校 長谷川　夢希
22 東関東 明秀学園日立高等学校 高槌  倫明
23 東関東 麗澤高等学校 中山　理恵
24 東関東 常総学院高等学校 青栁隆雄
25 東関東 鹿島学園高等学校 海老澤　幸輝
26 東京 足立学園高等学校 高田昌輝
27 東京 青山学院高等部 横田　功樹
28 東京 青山学院高等部 吉成　大輔
29 東京 成城学園高等学校 佐藤　卓
30 東京 駒場学園高等学校 竹中　亮
31 東京 玉川学園高等部 渡辺　康孝
32 東京 堀越高等学校 斎藤　充
33 東京 明治大学付属中野八王子高等学校 星川　信爾
34 東京 明治大学付属中野高等学校 鈴木　宏
35 東京 立正大学付属立正高等学校 関　卓朗
36 東京 立正大学付属立正高等学校 中田　健二
37 東京 代々木高等学校 角　海利
38 東京 代々木高等学校 山中　辰男
39 東京 日本体育大学荏原高等学校 本橋　慶彦
40 東京 法政大学高等学校 塩野谷　伸司
41 東京 日本大学第一 大矢一良
42 東京 日本大学第一 湯原　謙
43 東京 日本大学鶴が丘 賀来義蘭
44 東京 共立女子第二高等学校 池田孝
45 東京 桐朋高等学校 野村　仁紀
46 東京 早稲田実業高校高等部 川村幸世
47 東京 立教池袋高等学校 中仙道　優真
48 東京 日本工業大学駒場高等学校 増田　徹
49 東京 日本体育大学荏原高等学校 本橋　慶彦
50 東京 文教大学付属高等学校 松田　直子
51 静岡山梨 星陵高等学校 西村　塁
52 静岡山梨 浜松学芸 佐川　優
53 静岡山梨 飛龍高等学校 望月　照夫
54 静岡山梨 静岡県立下田高等学校 西郷　将
55 静岡山梨 日本大学三島高等学校 田村　径
56 静岡山梨 日本大学三島高等学校 芹澤　隆
57 静岡山梨 静岡北高等学校 杉山大祐
58 静岡山梨 浜松日体高等学校 石田翼

ご不明な点は、大会本部までお願いいたします。

アテストスタッフ

各地区ごとのスタート
に合わせて、地区ごと
に役割分担の決定をご

準備下さい。
スタート・コース内指導

地区代表者会議　　AM6:30  大会本部(2F)

顧問受付

◎ 開会式

主管地区理事長

主管地区

関東ゴルフ連盟 競技委員長

無
無
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開会式

2019年12月24日(火)

緊急連絡先　　080-5935-8947

進行巡回ターン 備
考

女子・東コース　役　　割　　分　　担　　表
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・
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開会式

開会式

開会式

開会式

開会式

コース確認
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1 岩田　淳子

2 窪田　千秋

3 関東高ゴ連 副競技委員長 堀江　靖見 ○ ◎ コース状況確認責任者

4 関東高ゴ連 大会委員長 緋田　幸朗 ○ ◎ 〇 ◎

5 関東高ゴ連 実行委員長 小林　和仁 ◎ 主幹地区

6 関東高ゴ連 東関東地区事務局 佐坂　浩二 ○ 主幹地区

7 関東高ゴ連 大会副委員長 三浦　尚稔 ○ 〇 ○

8 関東高ゴ連 実行委員 和田　昭二 ○ ○ ○

9 関東高ゴ連 実行委員 塙　健二 ○

10 関東高ゴ連 実行委員 坂入　茂樹 ○ 〇

11 日本高ゴ連 視察 宮原　保 ○

12 関東高ゴ連 アテスト・2Fレストラン奥
13 関東高ゴ連 アテスト・2Fレストラン奥
14 関東高ゴ連 アシスタント コース内 フォアキャディ(西・東)
15 東関東 西武台千葉高等学校 吉田　一雄
16 東関東 西武台千葉高等学校 渡辺　瞭
17 東関東 聖徳大学附属女子高等学校 内山　泉美
18 東関東 日本ウェルネス高等学校 一反田　拓三
19 東関東 日本ウェルネス高等学校 黒石　亨
20 東関東 ルネサンス高等学校 高木　剛
21 東関東 ルネサンス高等学校 原田　恵
22 東関東 千葉黎明高等学校 長谷川　夢希
23 東関東 明秀学園日立高等学校 高槌  倫明
24 東関東 麗澤高等学校 中山　理恵
25 東関東 常総学院高等学校 青栁隆雄
26 東関東 鹿島学園高等学校 海老澤　幸輝
27 東京 足立学園高等学校 高田昌輝
28 東京 青山学院高等部 横田　功樹
29 東京 青山学院高等部 吉成　大輔
30 東京 成城学園高等学校 佐藤　卓
31 東京 駒場学園高等学校 竹中　亮
32 東京 玉川学園高等部 渡辺　康孝
33 東京 堀越高等学校 斎藤　充
34 東京 明治大学付属中野八王子高等学校 星川　信爾 地区理事長

35 東京 明治大学付属中野高等学校 鈴木　宏
36 東京 立正大学付属立正高等学校 関　卓朗
37 東京 立正大学付属立正高等学校 中田　健二
38 東京 代々木高等学校 角　海利
39 東京 代々木高等学校 山中　辰男
40 東京 日本体育大学荏原高等学校 本橋　慶彦
41 東京 法政大学高等学校 塩野谷　伸司
42 東京 日本大学第一 大矢一良
43 東京 日本大学第一 湯原　謙
44 東京 日本大学鶴が丘 賀来義蘭
45 東京 共立女子第二高等学校 池田孝
46 東京 桐朋高等学校 野村　仁紀
47 東京 早稲田実業高校高等部 川村幸世
48 東京 立教池袋高等学校 中仙道　優真
49 東京 日本工業大学駒場高等学校 増田　徹
50 東京 日本体育大学荏原高等学校 本橋　慶彦
51 東京 文教大学付属高等学校 松田　直子
52 静岡山梨 星陵高等学校 西村　塁
53 静岡山梨 浜松学芸 佐川　優
54 静岡山梨 飛龍高等学校 望月　照夫 ◎ 地区理事長

55 静岡山梨 静岡県立下田高等学校 西郷　将
56 静岡山梨 日本大学三島高等学校 田村　径
57 静岡山梨 日本大学三島高等学校 芹澤　隆
58 静岡山梨 静岡北高等学校 杉山大祐
59 静岡山梨 浜松日体高等学校 石田翼

競技１日目
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・

総務

備
考

ハーフ
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ターン

緊急連絡先　080-5935-8947
2019年12月25日(水)
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指導

進行巡回
№

地
区
名

スタート
顧問・役員名

成績集計スタッフ

本
部

※コース・グリーン凍結防止
シート撤収作業

地区代表者会議　　AM6:30  大会本部

ご不明な点は、大会本部までお願いいたします。

◎　各地区事務局(代理)の先生方は、朝の地区代表者会議にご出席ください。

◎ ◎

男女
共通

アテストスタッフ

アピア会場、ルーリング競技委員長関東ゴルフ連盟

◎

◎

コース確認

ルーリング

顧問受付

主管地区理事長

主管地区
◎
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1 岩田淳子

2 窪田千秋

3 関東高ゴ連 副競技委員長 堀江　靖見 ○ ◎

4 関東高ゴ連 大会委員長 緋田　幸朗 ○ ◎ 〇 ◎ 表彰式

5 関東高ゴ連 実行委員長 小林　和仁 ◎ 主幹地区

6 関東高ゴ連 東関東地区事務局 佐坂　浩二 ○ 主幹地区・本部・会場撤収

7 関東高ゴ連 大会副委員長 三浦　尚稔 ◎ 〇 ◎ 表書式担当責任者

8 関東高ゴ連 実行委員 和田　昭二 ○ ○ ○ 表彰式

9 関東高ゴ連 実行委員 塙　健二 ○ 表書式

10 関東高ゴ連 実行委員 坂入　茂樹 ○ 〇 表彰式

11 日本高ゴ連 視察 宮原　保 ○

12 関東高ゴ連 アテスト・2Fレストラン奥
13 関東高ゴ連 アテスト・2Fレストラン奥
14 関東高ゴ連 アシスタント コース内 フォアキャディ(西・東)
15 東関東 西武台千葉高等学校 吉田　一雄
16 東関東 西武台千葉高等学校 渡辺　瞭
17 東関東 聖徳大学附属女子高等学校 内山　泉美
18 東関東 日本ウェルネス高等学校 一反田　拓三
19 東関東 日本ウェルネス高等学校 黒石　亨
20 東関東 ルネサンス高等学校 高木　剛
21 東関東 ルネサンス高等学校 原田　恵
22 東関東 千葉黎明高等学校 長谷川　夢希
23 東関東 明秀学園日立高等学校 高槌  倫明
24 東関東 麗澤高等学校 中山　理恵
25 東関東 常総学院高等学校 青栁隆雄
26 東関東 鹿島学園高等学校 海老澤　幸輝
27 東京 足立学園高等学校 高田昌輝
28 東京 青山学院高等部 横田　功樹
29 東京 青山学院高等部 吉成　大輔
30 東京 成城学園高等学校 佐藤　卓
31 東京 駒場学園高等学校 竹中　亮
32 東京 玉川学園高等部 渡辺　康孝
33 東京 堀越高等学校 斎藤　充
34 東京 明治大学付属中野八王子高等学校 星川　信爾 地区理事長

35 東京 明治大学付属中野高等学校 鈴木　宏
36 東京 立正大学付属立正高等学校 関　卓朗
37 東京 立正大学付属立正高等学校 中田　健二
38 東京 代々木高等学校 角　海利
39 東京 代々木高等学校 山中　辰男
40 東京 日本体育大学荏原高等学校 本橋　慶彦
41 東京 法政大学高等学校 塩野谷　伸司
42 東京 日本大学第一 大矢一良
43 東京 日本大学第一 湯原　謙
44 東京 日本大学鶴が丘 賀来義蘭
45 東京 共立女子第二高等学校 池田孝
46 東京 桐朋高等学校 野村　仁紀
47 東京 早稲田実業高校高等部 川村幸世
48 東京 立教池袋高等学校 中仙道　優真
49 東京 日本工業大学駒場高等学校 増田　徹
50 東京 日本体育大学荏原高等学校 本橋　慶彦
51 東京 文教大学付属高等学校 松田　直子
52 静岡山梨 星陵高等学校 西村　塁
53 静岡山梨 浜松学芸 佐川　優
54 静岡山梨 飛龍高等学校 望月　照夫 ◎ 地区理事長

55 静岡山梨 静岡県立下田高等学校 西郷　将
56 静岡山梨 日本大学三島高等学校 田村　径
57 静岡山梨 日本大学三島高等学校 芹澤　隆
58 静岡山梨 静岡北高等学校 杉山大祐
59 静岡山梨 浜松日体高等学校 石田翼

成績集計スタッフ

男女
共通

緊急連絡先  090-5935-8947

ルーリング

2019年12月26日(木)女子・東コース　役　　割　　分　　担　　表

競技最終日

№
地
区
名

顧問・役員名
備
考

練習場
指導

ハーフ
チェック

ターン 進行巡回

コース確認

地区代表者会議　　AM6:30   大会本部

ご不明な点は、大会本部までお願いいたします。

〇の先生方は、朝の地区代表者会議にご出席ください。
また、出れない場合は、必ず代理の方の出席をお願いいたします。

アテストスタッフ

関東ゴルフ連盟 競技委員長 ◎ 表彰式・成績発表

主管地区理事長

スタート

※コース・グリーン凍結防止
シート撤収作業

◎ ◎

◎

顧問受付

ア
ピ
ア
―

財務
総務

◎
主管地区

本
部

競
技
委
員


