
JGRA関東支部

2012年3月20日現在　96名

2012年3月30日（金）開催

ｽﾀｰﾄ ﾎｰﾙｱｳﾄ

1 7:30 薮野 睦明 ＫＧＲクラブ 岩本 翼 ヨコハマフォーエス 深山　克巳 シグマスポーツ 篠塚 芳明 ＫＧＲクラブ 12:30

2 7:37 郡山 信治 ハイランドスポーツ 井口 誠一 ＫＧＲクラブ 樽谷 恭明 ＫＧＲクラブ 荒木 良大I ＫＧＲクラブ 12:37

3 7:44 井山 卓也 井山ゴルフ 木村 智基 ＫＧＲクラブ 飯田 真規 公和ゴルフ 小林 秀平 ＫＧＲクラブ 12:44

4 7:51 関根 竹司 所沢キリン 田渕 與朗 ベストゴルフレンヂ 恩田 訓 京浜ゴルフ 高場 隆義 ＫＧＲクラブ 12:51

5 7:58 新名 功一 ＫＧＲクラブ 松丸 勇一 ＫＧＲクラブ 諸岡 芳樹 ＫＧＲクラブ 田元 裕太 ＫＧＲクラブ 12:58

6 8:05 羽田野 友宏 カナーレ流山 上田 啓晶 ＫＧＲクラブ 箕輪 和久 藤沢ジャンボ 高山 正治 ＫＧＲクラブ 13:05

7 8:12 長澤 伸哉 仙川ゴルフ 大庭 英樹 緑ゴルフ 米田 竜次 マイゴルフ 黒澤 翼 ジャパンゴルフ 13:12

8 8:19 宮本 大輔 ワールドゴルフ 遠山 雄大 アーリーバード 土田 誠 コナミ下総中山 前橋 秀志 緑ゴルフ 13:19

9 8:26 林 稔 竹の塚インドア 田辺 直喜 仙川ゴルフ 飯田 智和 ＫＧＲクラブ 大濱 孝洋 ＫＧＲクラブ 13:26

10 8:33 波木 俊夫 埼玉スポーツ 加藤 弘晃 ＫＧＲクラブ 粕谷 寿文 ＫＧＲクラブ 吉楽 篤志 仙川ゴルフ 13:33

11 8:40 中村 拓 ＫＧＲクラブ 金子 達朗 ＫＧＲクラブ 菊地 生 久我山ゴルフ 小暮 匡央 カナーレ流山 13:40

12 8:47 青木 信次 ＫＧＲクラブ 羽生 淳一 ＫＧＲクラブ 山田 祐介 公和ゴルフ 小倉 健二 ＫＧＲクラブ 13:47

ｽﾀｰﾄ ﾎｰﾙｱｳﾄ

1 7:30 石井 邦人 ＫＧＲクラブ 齋藤 万寿夫 コナミ下総中山 影山 一成 コナミ下総中山 山内 英雄 ガーデン高島平 12:30

2 7:37 高橋 玄 ハイランドセンター 渡邊 貴元 千代ヶ丘ゴルフ 石井 直樹 コナミ下総中山 山内 健司 グリーンパーク 12:37

3 7:44 永野 雅章 湘南台ゴルフ 金子 泰久 ハイランドセンター 井下 幾元 ハイランドセンター 安積 孝文 ＫＧＲクラブ 12:44

4 7:51 平本 康成 ＫＧＲクラブ 今井 豊 たまプラーザ 高澤 和幸 アーリーバード 小川 賢一 大塚ゴルフ 12:51

5 7:58 板橋 進一 ガーデン高島平 土橋 孝之 ＫＧＲクラブ 櫻井 則之 シチズンゴルフ 中村 勝 ＫＧＲクラブ 12:58

6 8:05 須賀 雅敏 カナーレ流山 石橋 利通 ＫＧＲクラブ 石森 憲岳 ＫＧＲクラブ 斉藤 学 上尾リンクス 13:05

7 8:12 鈴木 聖一 永田台ゴルフ 熊木 貴光 ゴルフ専門学校 高柳 正重 ＫＧＲクラブ 越川 泰伸 ＫＧＲクラブ 13:12

8 8:19 田村 良二 鴻巣ジャンボ 千明 禎 ＫＧＲクラブ 佃 公仁 公和ｺﾞﾙﾌ 関根 泰輔 カナーレ流山 13:19

9 8:26 平田 泰隆 ＫＧＲクラブ 押田 邦男 ＫＧＲクラブ 熊木 輝彦 片倉ゴルフ 田中 勉 ＫＧＲクラブ 13:26

10 8:33 碇 和幸 弦巻ゴルフ 森崎 崇 ＫＧＲクラブ 平山 勲 イーグルスゴルフ 三瓶 大斗 ＫＧＲクラブ 13:33

11 8:40 横川 典正 ＫＧＲクラブ 宮崎 高弘 ロッキースタジアム 吉田 康 浮ケ谷ゴルフ 内海 道生 ＫＧＲクラブ 13:40

12 8:47 小池 貞治 大宮（片倉） 白石 昌巳 丸山ゴルフ 菊地 英雄 グリーンステージ熊谷 柳橋 正人 ＫＧＲクラブ 13:47

OUT　～　IN

IN　～　OUT
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一の宮CC（西コース）


