
JGRA関東支部

2010年6月14日現在　109名

2010年6月24日（水）開催 プレジデントリゾート軽井沢 

ｽﾀｰﾄ ﾎｰﾙｱｳﾄ

1 7:30 ○ 河崎 寛之 新城ゴルフ 本多 正幸 西浦和ゴルフ 松丸 勇一 ＫＧＲクラブ 12:30

2 7:37 ○ 溝呂木 優 ＫＧＲクラブ 石井 邦人 さんらいず 浦本 清彦 ヨコハマフォーエス 12:37

3 7:44 ○ 高場 隆義 ＫＧＲクラブ 石森 憲岳 ＫＧＲクラブ 板橋 進一 ザ・ガーデン高島平 小川 賢一 大塚ゴルフ 12:44

4 7:51 ○ 佐々木 博司 磯ヶ谷ゴルフ 金子 泰久 ハイランドセンター 笠原 武二 忠太ゴルフ 石井 直樹 コナミ下総中山 12:51

5 7:58 ○ 藤川 公教 ＫＧＲクラブ 櫻井 則之 シチズンゴルフ 高澤 和幸 アーリーバード 関根 泰輔 カナーレ流山 12:58

6 8:05 ○ 中村 勝 ＫＧＲクラブ 岡部 貴光 ＫＧＲクラブ 越川 泰伸 ＫＧＲクラブ 宮本 大輔 ワールドゴルフ 13:05

7 8:12 ○ 新名 功一 ＫＧＲクラブ 須賀 雅敏 カナーレ流山 遠山 雄大 アーリーバード 小倉 健二 ＫＧＲクラブ 13:12

8 8:19 ○ 波木 俊夫 埼玉スポーツ 黒澤 翼 ジャパンゴルフ 麻谷 政彰 東宝調布ゴルフ 加納 豊和 二木ゴルフ 13:19

9 8:26 ○ 和田 秀康 中台ゴルフ 土田 誠 コナミ下総中山 平山 勲 イーグルスゴルフ 大塚 昌宏 スポニチゴルフ 13:26

10 8:33 ○ 新井 康仁 霜原ゴルフ 田渕 與朗 ベストゴルフレンヂ 高柳 正重 ＫＧＲクラブ 森崎 崇 ＫＧＲクラブ 13:33

11 8:40 ○ 永野 雅章 湘南台ゴルフ 三瓶 謙治 ＫＧＲクラブ 後藤 剛 さんらいず 中島 徹也 伊勢丹スイング 13:40

12 8:47 ○ 熊木 輝彦 片倉ゴルフ 中川 慶一 大渕ゴルフ 大濱 考洋 ＫＧＲクラブ 高山 正治 ＫＧＲクラブ 13:47

13 8:54 ○ 宮崎 高弘 ロッキースタジアム 岡地 直紀 ハイランドセンター 碇 和幸 弦巻ゴルフ 小林 正宗 ＫＧＲクラブ 13:54

14 9:01 ○ 柳橋 正人 ＫＧＲクラブ 青木 信次 ＫＧＲクラブ 島野 隆史 芦花パークゴルフ 小池 貞治 大宮ゴルフセンター 14:01

○はエチケットリーダー

ｽﾀｰﾄ ﾎｰﾙｱｳﾄ

1 7:30 ○ 中村 武士 ふたつやゴルフ 三富 大輔 コナミ下総中山 薮野 睦明 ＫＧＲクラブ 12:30

2 7:37 ○ 箕輪 和久 藤沢ジャンボ 吉楽 篤志 仙川ゴルフ 中川 次郎 コナミ下総中山 平川 將臣 竹ノ塚インドア 12:37

3 7:44 ○ 千明 禎 ＫＧＲクラブ 関根 竹司 所沢キリン 大庭 英樹 緑ゴルフガーデン 東條 秀和 コナミ下総中山 12:44

4 7:51 ○ 飯田 智久 西久保ゴルフ 藤井 隆一 ＫＧＲクラブ 岡村 直人 霜原ゴルフ 橋本 敏宏 ＫＧＲクラブ 12:51

5 7:58 ○ 深山 克巳 シグマスポーツ 佃 公仁 公和ゴルフ 恩田 訓 京浜ゴルフ 木村 智基 ＫＧＲクラブ 12:58

6 8:05 ○ 郡山 信治 ハイランドスポーツ 田村 良二 鴻巣ジャンボ 井山 卓也 井山ゴルフ 釣谷 真司 ジャパンゴルフ 13:05

7 8:12 ○ 牧野 伸二 ふたつやゴルフ 諸岡 芳樹 ＫＧＲクラブ 加藤 弘晃 ＫＧＲクラブ 小暮 匡央 カナーレ流山 13:12

8 8:19 ○ 篠塚 芳明 ＫＧＲクラブ 藤原 順 ＫＧＲクラブ 岩永 雅洋 ＫＧＲクラブ 太田 仁 コナミ下総中山 13:19

9 8:26 ○ 上田 啓晶 ＫＧＲクラブ 岩本 翼 ヨコハマフォーエス 羽田野 友宏 カナーレ流山 小林 秀平 昭和の森ゴルフ 13:26

10 8:33 ○ 山野辺 裕二 ＫＧＲクラブ 今井 豊 たまプラーザレンジ 黒木 大輔 ＫＧＲクラブ 菊地 生 久我山ゴルフ 13:33

11 8:40 ○ 田辺 直喜 仙川ゴルフ 前橋 秀志 忠太ゴルフ 菊川 拓磨 ＫＧＲクラブ 阿部 元信 ＫＧＲクラブ 13:40

12 8:47 ○ 滑川 俊 ＫＧＲクラブ 米田 竜次 東武百貨店 小野 恒太 大渕ゴルフ 吉田 康 浮ヶ谷ゴルフ 13:47

13 8:54 ○ 大久保 篤 ＫＧＲクラブ 平本 康成 ＫＧＲクラブ 羽生 淳一 ＫＧＲクラブ 林 稔 ＫＧＲクラブ 13:54

14 9:01 ○ 白石 昌巳 丸山ゴルフ 寺澤 太一 小田急志津 広田 幸生 ＫＧＲクラブ 板東 繁一 磯ヶ谷ゴルフ 14:01

○はエチケットリーダー
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