
JGRA関東支部

2010年3月15日現在　80名

2010年3月26日（金）開催 千成ゴルフクラブ

ｽﾀｰﾄ ﾎｰﾙｱｳﾄ

1 7:30 ○ 鴫 美奈子 カワナミゴルフ 戸蒔 さおり ウエッジクラブ 橋本 英子 弦巻ゴルフ 有本 広美 ＫＧＲクラブ 12:30

2 7:37 ○ 阿部 美奈子 ＫＧＲクラブ 山上 百合子 ミズノゴルフスクール 河上 和佳奈 所沢キリン 泉水 由美子 ＫＧＲクラブ 12:37

3 7:44 ○ 飯田 直美 ＫＧＲクラブ 寺崎 智香子 ＫＧＲクラブ 前田 幸子 日進ゴルフ練習場 12:44

4 7:51 ○ 佐藤 義之 シチズンゴルフ 内海 道生 ＫＧＲクラブ 五十嵐 正和 ＫＧＲクラブ 12:51

5 7:58 ○ 東 隆 青梅リバーサイド 畑中 健一 磯ヶ谷ゴルフ 山城 淳 ダンロップゴルフ 石井 高 ダンロップゴルフ 12:58

6 8:05 ○ 岡田 賢二 ＫＧＲクラブ 古川 昌行 ウエッジクラブ 安倍 了 芦花公園スポーツプラザ 中嶋 毅 町田モダンゴルフ 13:05

7 8:12 ○ 坂本 茂 ＫＧＲクラブ 平山 壽一 マイゴルフ 市瀬 信治 ＫＧＲクラブ 武田 秀幸 青梅リバーサイド 13:12

8 8:19 ○ 柴田 薫 ＫＧＲクラブ 松沢 光彦 ＫＧＲクラブ 吉沢 薫 東宝調布ゴルフ 酒巻 謙次 磯ヶ谷ゴルフ 13:19

9 8:26 ○ 荒巻 祝三 所沢キリン 並木 杏太 シチズンゴルフ 鈴木 文彰 ＫＧＲクラブ 寺田 二朗 ＫＧＲクラブ 13:26

10 8:33 ○ 稲田 伸一 明野ゴルフ 斉藤 学 上尾ゴルフリンクス 佐藤 孝哉 京葉ゴルフ 滝澤 文彦 岩槻オルゴ 13:33

11 8:40 ○ 樽谷 恭明 竹の塚インドア 濱中 正晴 清瀬ゴルフ 林 政至 ＫＧＲクラブ 13:40

○はエチケットリーダー

ｽﾀｰﾄ ﾎｰﾙｱｳﾄ

1 7:30 ○ 会田 知美 ＫＧＲクラブ 伊藤 里枝 千歳ゴルフ 坂田 久美 鴻巣ジャンボ 尾内 章子 ハイランドセンター 12:30

2 7:37 ○ 根本 由香里 ＫＧＲクラブ 斉藤 紗弥香 藤沢ジャンボ 矢羽田 達子 ＫＧＲクラブ 鈴木 優子 ＫＧＲクラブ 12:37

3 7:44 ○ 池端 慶二 町田モダン 守永 圭佑 東宝調布ゴルフ 松林 健児 ＫＧＲクラブ 小出 清文 明治ゴルフ 12:44

4 7:51 ○ 一田 裕一郎 ＫＧＲクラブ 山内 英雄 ザ・ガーデン高島平 伊藤 喬 ＫＧＲクラブ 山田 祥太郎 ＫＧＲクラブ 12:51

5 7:58 ○ 池田 大輔 ＫＧＲクラブ 石野 政和 ヨコハマフォーエス 池田 俊吾 公和ゴルフ 筋野 泰成 二木ゴルフ 12:58

6 8:05 ○ 中島 孝文 ダンロップゴルフ 大町 文安 カワナミゴルフ 小林 太一 磯ヶ谷ゴルフ 平川 將臣 竹の塚インドア 13:05

7 8:12 ○ 永井 清史 ＫＧＲクラブ 東郷 雅史 ミズノゴルフスクール 森 友崇 ＫＧＲクラブ 石橋 利通 ＫＧＲクラブ 13:12

8 8:19 ○ 安河内 朗 ＫＧＲクラブ 市川 昌義 大蔵ゴルフ 大野 浩次 ＫＧＲクラブ 濱中 和正 ＫＧＲクラブ 13:19

9 8:26 ○ 須藤 義男 ＫＧＲクラブ 岸 良一 ＫＧＲクラブ 小島 英三郎 ブリヂストンスポーツ 村上 宏貴 ＫＧＲクラブ 13:26

10 8:33 ○ 村上 将平 ＫＧＲクラブ 山内 健司 グリーンパーク 吉田 勝彦 ＫＧＲクラブ 13:33

○はエチケットリーダー
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３月　月例競技会　B・C・女子クラス

OUT　～　IN

IN　～　OUT


