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分類 役職 氏名 所属クラブ
理事会 理事長 鎌田　　　宏 泉パークタウンゴルフ倶楽部

副理事長 安部　　哲夫 会津磐梯カントリークラブ
副理事長 高橋　　真裕 盛岡ハイランドカントリークラブ
副理事長 寒河江　浩二 蔵王カントリークラブ
理事 正部家　淳司 八戸カントリークラブ
理事 三浦　　　勝 津軽カントリークラブ 百沢コース
理事 湊屋    隆夫 秋田椿台カントリークラブ
理事 田村　　和男 南秋田カントリークラブ
理事 髙橋　　三男 安比高原ゴルフクラブ
理事 波紫　　裕司 盛岡カントリークラブ
理事 佐浦　　弘一 仙塩ゴルフ倶楽部
理事 鈴木　　　賢 表蔵王国際ゴルフクラブ
理事 半田　　隆一 松島国際カントリークラブ
理事 泉谷　　　伸 湯の浜カントリークラブ
理事 内池　　　浩 福島ゴルフ倶楽部　民報コース
理事 長瀬　　文宏 五浦庭園カントリークラブ
理事 佐藤　　利幸 グランディ那須白河ゴルフクラブ
理事 板橋　　芳一 仙台カントリー倶楽部
理事 大友　　富雄 表蔵王国際ゴルフクラブ
理事 渡邉　　　馨 利府ゴルフ倶楽部
監事 後藤　　久幸 泉国際ゴルフ倶楽部
監事 黒須　　幸雄 小名浜カントリー倶楽部

総務委員会 委員長 髙橋　　三男 安比高原ゴルフクラブ
副委員長 佐藤　　利幸 グランディ那須白河ゴルフクラブ
委員 三浦　　　勝 津軽カントリークラブ 百沢コース
委員 田村　　和男 南秋田カントリークラブ
委員 吉田　　　広 泉国際ゴルフ倶楽部
委員 武田　　文雄 蔵王カントリークラブ
委員 板橋　　芳一 仙台カントリー倶楽部
委員 大友　　富雄 表蔵王国際ゴルフクラブ
委員 渡邉　　　馨 利府ゴルフ倶楽部

競技委員会 委員長 板橋　　芳一 仙台カントリー倶楽部
副委員長 寺島　　敏夫 パーシモンカントリークラブ
委員 北湯口　公夫 青森カントリー倶楽部
委員 渡邊　　明彦 青森カントリー倶楽部
委員 大関　　広子 八戸カントリークラブ
委員 石井　　勝昭 秋田森岳温泉36ゴルフ場
委員 佐藤　　信三 ロイヤルセンチュリーゴルフ倶楽部
委員 佐藤　　文信 秋田カントリー倶楽部
委員 鷹嶋　　兼子 秋田椿台カントリークラブ
委員 工藤　　　悟 ローズランドカントリークラブ
委員 河門前　一博 ニュー軽米カントリークラブ
委員 成島　千加子 南部富士カントリークラブ
委員 米倉　　育子 ローズランドカントリークラブ
委員 石井　　俊行 西仙台カントリークラブ
委員 渡邉　　　馨 利府ゴルフ倶楽部
委員 大﨑　　喜美 松島チサンカントリークラブ
委員 片山　美代子 仙台空港カントリークラブ
委員 北村　　　博 湯の浜カントリークラブ
委員 菱沼　　充好 山形ゴルフ倶楽部
委員 谷田　　由紀 さくらんぼカントリークラブ
委員 穂積　　　栄 棚倉田舎倶楽部
委員 鈴木　　正晃 安達太良カントリークラブ
委員 鈴木　　隆治 グランディ那須白河ゴルフクラブ
委員 白土　　岳子 小名浜カントリー倶楽部

ハンディキャップ委員会 委員長 大友　　富雄 表蔵王国際ゴルフクラブ
副委員長 工藤　　　悟 ローズランドカントリークラブ
委員 島村　　新生 びわの平ゴルフ倶楽部
委員 布袋屋　正元 大館カントリークラブ
委員 佐藤　　正紀 さくらんぼカントリークラブ
委員 千葉　　弘行 猫魔ホテル猪苗代ゴルフコース
委員 菊田　　浩之 泉国際ゴルフ倶楽部
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コースレート査定専門部会 委員長 大友　　富雄 表蔵王国際ゴルフクラブ
副委員長 菊田　　浩之 泉国際ゴルフ倶楽部
委員 三上 　　　誠 津軽カントリークラブ 百沢コース
委員 今　　 淑江 東奥カントリークラブ
委員 工藤　　　悟 ローズランドカントリークラブ
委員 小岩　　みき 南岩手カントリークラブ
委員 髙橋　　淑代 山形南カントリークラブ
委員 遠藤　　　孝 郡山ゴルフ倶楽部
委員 小倉　　晃知 グリーンアカデミーカントリークラ

ジュニア育成委員会 委員長 渡邉　　　馨 利府ゴルフ倶楽部
副委員長 甲地　　哲也 東北高等学校ゴルフ連盟
委員 小笠原　　久 青森県ゴルフ連盟
委員 小林　　一也 ノースハンプトンゴルフ倶楽部
委員 加藤　　正雄 安比高原ゴルフクラブ
委員 小笠原　　篤 蔵王カントリークラブ
委員 佐藤　　利幸 グランディ那須白河ゴルフクラブ
委員 栗西　　鈴香 TGA強化委員
委員 齊藤　　和人 表蔵王国際ゴルフクラブ
委員 曲山　　正廣 荒川ゴルフ

グリーン委員会 委員長 菅　　　　均 羽後カントリー倶楽部
副委員長 相澤　　　了 富谷カントリークラブ
委員 渡辺　　重光 びわの平ゴルフ倶楽部
委員 吉谷　　　誠 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部
委員 巖本　　盛廣 南岩手カントリークラブ
委員 天野　　幸雄 さくらんぼカントリークラブ
委員 有賀　　浩一 湯本スプリングスカントリークラブ

幹事支配人会 会長 佐藤　　利幸 グランディ那須白河ゴルフクラブ
副会長 斎藤　　　厚 南部富士カントリークラブ
副会長 吉田　　　広 泉国際ゴルフ倶楽部
副会長 矢内　　節男 福島ゴルフ倶楽部　民報コース
幹事 三浦　　　勝 津軽カントリークラブ 百沢コース
幹事 高力　　賢治 みちのく国際ゴルフ倶楽部
幹事 菅　　　　均 羽後カントリー倶楽部
幹事 柴田　　博英 秋田カントリー倶楽部
幹事 及川　　公博 盛岡カントリークラブ
幹事 佐藤　晃太郎 仙塩ゴルフ倶楽部
幹事 佐藤　　壮士 杜の公園ゴルフクラブ
幹事 千葉　　行也 富谷カントリークラブ
幹事 剱持　　　伸 庄内ゴルフ倶楽部
幹事 泉谷　　　伸 湯の浜カントリークラブ


