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1
手で用具を操るスポーツ等におけるグ
リップを強化、確実にする指ぬき

有馬　明雄 42
利き腕の薬指と中指だけをカバーする
ゴルフ用手袋

安江　孝道

2 スポーツ手袋及びその製造方法 株式会社クラレ 43 ゴルフ手袋 住友ゴム工業株式会社

3 スポーツ用手袋 高間　博 44 スポーツ用手袋 美津濃株式会社

4
皮革表面の光沢付与方法及びスポー
ツ用手袋

美津濃株式会社 45 ゴルフ手袋 東洋紡績株式会社

5 ゴルフ用手袋 チョン　ボク　キム 46
ゴルフ手袋用経編地及びその製造方
法

東洋紡績株式会社

6 グリップ安定ゴルフ手袋 井上　由美 47 スポーツ用手袋 東レ株式会社

7 ゴルフ用手袋 高品　和義 48
グリップを改善する、可撓性のある磁気
を帯びたストリップを．．．

ジ・アーノルド・エンジニアリ
ング・カンパニー

8
電子式ゴルフ用グローブのゴルフ練習
用器具

フランク　シー．コッザ 49 ゴルフグローブホルダー 株式会社森昭

9 スポーツ用手袋の指型補修継当具 濱道　健次 50 ゴルフ用の手袋 ケニー株式会社

10 ゴルフ手袋 野村　隆二 51 スポ－ツ用手袋 美津濃株式会社

11 ゴルフ用グロ－ブ
株式会社　ティ－アンドジィ
－

52 ゴルフグローブ用ホルダー 鷲見　剛男

12 ゴルフ用手袋 チョン　ボク　キム 53 ゴルフスイング用手袋 権　寧　旭

13 センサー腕輪 北　雅子 54 スポーツ用手袋
株式会社オーエーハウジン
グ設計

14 ゴルフグローブの補修用部材 鈴木　輝吉 55 ゴルフ用手袋 株式会社ハシセン

15 センサー腕輪 北　雅子 56
スポーツ用手袋及びそのための指部
接合シート

竹岡　規行

16 ゴルフ用手袋と機具 小島　進 57
ゴルフティー挿入ポケットを備えるゴル
フグローブ

パク　ロバート　テブ

17 日焼けするスポーツ手袋 小倉　孝雄 58 ゴルフ用具 西川　公一

18 ゴルフ用の手袋 株式会社スワニー 59 手袋 美津濃株式会社

19
シート状物に対する係着片の取付構
造

ワイケイケイ株式会社 60 スポーツ用手袋 株式会社クラレ

20 ゴルフ手袋 大前　孝彦 61 スポーツ用手袋 美津濃株式会社

21 運動用手袋 美津濃株式会社 62 ゴルフクラブ用手袋 鈴木　利定

22 ゴルフ用手袋 住友ゴム工業株式会社 63 ゴルフ用手袋 美津濃株式会社

23 ゴルフ用手袋 住友ゴム工業株式会社 64
屈伸可能な触感できる身体関節用サ
ポート

コファー，ルドルフ　ジェイ．

24 ゴルフ用手袋
タイトル　ウェーヴ　イノ
ヴェーションズ

65 ゴルフ用手袋 株式会社レガン

25 ゴルフ用手袋及びゴルフ用手袋セット 株式会社ビーウェーブ 66 ゴルフグローブの滑り防止用シール 村竹　儀昭

26 ゴルフ手袋 ダイワ精工株式会社 67 ゴルフ用手袋 川田工業株式会社

27 スポーツ用手袋 横浜ゴム株式会社 68
ボールマーカー収納部付きゴルフ用グ
ローブ

天和　祥地

28 スポーツ用手袋 横浜ゴム株式会社 69 ゴルフ手袋 花山　直樹

29 スポーツ用素手感覚手袋 マクサム通商株式会社 70 ゴルフ用手袋 古川　桂司

30 滑り止めを施したスポーツ用グローブ
株式会社アーク・インターナ
ショナル

71 まめ防止用ゴルフ手袋 朝日ゴルフ用品株式会社

31 ジャストフィットグラブ 西留　晴海 72 ゴルフ用手袋及びその補助用具 古川　桂司

32
小指・薬指の挿入部を握り型状にし握
力強化と固定度　を高めたグローブ

上田　宣昭 73 ゴルフ用手袋 株式会社ハシセン

33 ゴルフ手袋 クマクラ工業株式会社 74
ゴルフ用手袋および該手袋を備えたゴ
ルフ用具

住友ゴム工業株式会社

34 右手指先なしのゴルフ用両手手袋 服部　滋子 75 スポーツ用手袋 美津濃株式会社

35 ゴルフグラブ 李　湘榛 76 ゴルフ練習用手袋 有本　淳一

36 滑り止め付きゴルフ用手袋 鈴木　勉 77 ゴルフ用手袋
ブリヂストンスポーツ株式会
社

37 ゴルフグロ―ブ 陳　奕喜 78 ゴルフ手袋 ダイワ精工株式会社

38 サイズピッタリグローブ マクサム通商株式会社 79 グリップ握持用手袋 株式会社中虎

39 ゴルフ用手袋 國廣　伸二 80 ゴルフ手袋 高見　国成

40 ゴルフグローブ用ワンタッチホルダー 林間　明人 81 ゴルフ用の手袋 株式会社スワニー

41 ゴルフ用グローブ
ブリヂストンスポーツ株式会
社 以下８点省略
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