
JGRA関東支部

2010年11月9日現在　107名

2010年11月19日（金）開催 那須野ケ原ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ

ｽﾀｰﾄ ﾎｰﾙｱｳﾄ

1 7:30 ○ 法邑 容子 公和ゴルフ 斉藤 紗弥香 藤沢ジャンボ 鴫 美奈子 カワナミゴルフ 河上 和佳奈 所沢キリン 12:30

2 7:37 ○ 神野 美穂 日吉カントリー 田中 妙 ＫＧＲクラブ 橋本 英子 弦巻ゴルフ 飯田 直美 ＫＧＲクラブ 12:37

3 7:44 ○ 山口 文子 ＫＧＲクラブ 山口 真理 藤沢ジャンボ 山崎 美紀 ウエッジクラブ 12:44

4 7:51 ○ 熊木 貴光 東京専門学校 車崎 祐一郎 ＫＧＲクラブ 中村 拓 ＫＧＲクラブ 長島 知広 ゴルフボックス成東 12:51

5 7:58 ○ 谷島 公治 宮前ゴルフ 山内 健司 グリーンパーク 長嶋 秀一 藤沢ジャンボ 斉藤 学 上尾ゴルフ 12:58

6 8:05 ○ 島田 充司 ＫＧＲクラブ 大町 文安 カワナミゴルフ 鈴木 聖一 永田台ゴルフ 稲田 伸一 明野ゴルフ 13:05

7 8:12 ○ 内藤 敏朗 ＫＧＲクラブ 宮川 清一 カワナミゴルフ 大槻 洋平 日吉カントリー 石野 政和 ヨコハマフォーエス 13:12

8 8:19 ○ 湯本 敬太郎 ＫＧＲクラブ 市瀬 信治 ＫＧＲクラブ 小林 太一 磯ヶ谷ゴルフ 五十嵐 正和 ＫＧＲクラブ 13:19

9 8:26 ○ 板橋 進一 ザ・ガーデン高島平 池田 俊吾 公和ゴルフ 三富 大輔 コナミ下総中山 東 隆 青梅リバーサイド 13:26

10 8:33 ○ 浜松 豊明 ＫＧＲクラブ 溝呂木 優 ＫＧＲクラブ 中嶋 毅 町田モダン 柴田 薫 ＫＧＲクラブ 13:33

11 8:40 ○ 柳橋 満 ＫＧＲクラブ 寺田 二朗 ＫＧＲクラブ 菊地 孝史 那須野ヶ原 山崎 政美 ＫＧＲクラブ 13:40

12 8:47 ○ 林 政至 ＫＧＲクラブ 吉田 勝彦 ＫＧＲクラブ 福原 郷 鴻巣ジャンボ 並木 杏太 シチズンゴルフ 13:47

13 8:54 ○ 田向 崇泰 ＫＧＲクラブ 村上 将平 ＫＧＲクラブ 河崎 寛之 新城ゴルフ 平山 壽一 マイゴルフ 13:54

14 9:01 ○ 高荷 正 ＫＧＲクラブ 一田 裕一郎ＫＧＲクラブ 吉沢 薫 東宝調布ゴルフ 池田 大輔 ＫＧＲクラブ 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 ○ 戸蒔 さおり ウエッジクラブ 森田 リヱ ＫＧＲクラブ 伊藤 里枝 ＫＧＲクラブ 米田 悦子 ＫＧＲクラブ 12:30

2 7:37 ○ 有本 広美 ＫＧＲクラブ 尾内 章子 ハイランドセンター 下 真利子 ＫＧＲクラブ 椎名 恵 ウエッジクラブ 12:37

3 7:44 ○ 押田 邦男 ＫＧＲクラブ 石橋 利通 ＫＧＲクラブ 土橋 孝之 東京専門学校 筋野 泰成 二木ゴルフ 12:44

4 7:51 ○ 佐藤 義之 シチズンゴルフ 岡田 賢二 ＫＧＲクラブ 木下 貴博 日吉カントリー 上野 聖志 ＫＧＲクラブ 12:51

5 7:58 ○ 山内 英雄 ザ・ガーデン高島平 平田 泰隆 ＫＧＲクラブ 松林 健児 ＫＧＲクラブ 樽谷 恭明 竹の塚インドア 12:58

6 8:05 ○ 富永 興之介 代々木ゴルフ 村上 宏貴 ＫＧＲクラブ 森 友崇 ＫＧＲクラブ 池端 慶二 町田モダン 13:05

7 8:12 ○ 小泉 智之 ＫＧＲクラブ 坂本 茂 ＫＧＲクラブ 市川 昌義 大蔵ゴルフ 酒巻 謙次 磯ヶ谷ゴルフ 13:12

8 8:19 ○ 永井 洋美 フェローズ本八幡 藤田 甲一郎 ＫＧＲクラブ 石井 高 ダンロップゴルフ 渡辺 春喜 環七春日橋ゴルフ 13:19

9 8:26 ○ 岸 良一 ＫＧＲクラブ 山城 淳 ダンロップゴルフ 鈴木 文彰 ＫＧＲクラブ 三枝 勝弥 ＫＧＲクラブ 13:26

10 8:33 ○ 安河内 朗 ヨコハマフォーエス 高田 綾太 ＫＧＲクラブ 保井 謙 ＫＧＲクラブ 荒巻 祝三 所沢キリン 13:33

11 8:40 ○ 濱中 和正 ＫＧＲクラブ 時田 達也 ＫＧＲクラブ 須藤 義男 ＫＧＲクラブ 山岸 吉剛 ＫＧＲクラブ 13:40

12 8:47 ○ 安積 孝文 ＫＧＲクラブ 山本 弘之 磯ヶ谷ゴルフ 守永 圭佑 東宝調布ゴルフ 小池 俊哉 ＫＧＲクラブ 13:47

13 8:54 ○ 桑原 治郎 ＫＧＲクラブ 関根 毅 ＫＧＲクラブ 山形 康之 新城ゴルフ 鈴木 崇章 ブレーンマックス 13:54

○はエチケットリーダー
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11月　月例競技会　B・C・女子クラス

浮間　～　那須

那須　～　浮間


