
JG RA関東支部

2013年4月16日現在 75名

2013年4月26日（金）開催
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1 7:30 長嶋 秀一A 藤沢ジャンボ 大村 和彦A 丸子橋ゴルフ 薮野 睦明A ＫＧＲクラブ 12:30

2 7:38 廣内 猛 ゴルフ専門学校 中嶋 崇 代々木ゴルフ 三富 大輔 ｺﾅﾐ下総中山 大森 茂行 ＫＧＲクラブ 12:38

3 7:46 篠塚 芳明 ＫＧＲクラブ 中村 祐太 ＫＧＲクラブ 高橋 暖 ＫＧＲクラブ 国井 道浩 ＫＧＲクラブ 12:46

4 7:54 伊藤 将平 ＫＧＲクラブ 小池 史彦 ＫＧＲクラブ 山家 康之 武蔵グランド 小宮沢 研人 ＫＧＲクラブ 12:54

5 8:02 中野 太一 ＫＧＲクラブ 滑川 俊 ＫＧＲクラブ 石川 智宏 ＫＧＲクラブ 藤田 甲一郎 ＫＧＲクラブ 13:02

6 8:10 内藤 敏朗 ＫＧＲクラブ 柳橋 満 ＫＧＲクラブ 手嶋 宏樹 ＫＧＲクラブ 市川 昌義 大蔵ゴルフ 13:10

7 8:18 箕輪 和久 藤沢ジャンボ 中嶋 毅 町田モダン 山崎 靖弘 FLAG S 三枝 勝弥 ＫＧＲクラブ 13:18

8 8:26 丹山 昌伸 ＫＧＲクラブ 高森 比呂志 ＫＧＲクラブ 畑中 健一 磯ヶ谷ゴルフ 佐藤 一郎 芦花パーク 13:26

9 8:34 五十嵐 正和 ＫＧＲクラブ 石井 高 ダンロップ広尾 後藤 聖 ゴルフ専門学校 平山 壽一 マイゴルフ 13:34

10 8:42 伊東 高志 ｺﾅﾐ下総中山 安倍 了 給田ゴルフ 市瀬 信治 ＫＧＲクラブ 福島 貴司 ＫＧＲクラブ 13:42

11 8:50 金丸 誠人 ＫＧＲクラブ 馬場 孝幸 ＫＧＲクラブ 須藤 義男 ＫＧＲクラブ 濱中 和正 ＫＧＲクラブ 13:50

12 8:58 内山 浩二A ＫＧＲクラブ 上田 啓晶A ＫＧＲクラブ 鈴木 和行 ＫＧＲクラブ 土橋 孝之 ＫＧＲクラブ 13:58

13 9:06 筋野 泰成 二木ゴルフ 小林 正宗 ＫＧＲクラブ 飯田 智久 代々木ゴルフ 小泉 智之 ＫＧＲクラブ 14:06

14 9:14 京村 正利 プロギア落合 滑川 豊 ＫＧＲクラブ 宇津木 健 アーリーバード石野 政和 ヨコハマフォーエス 14:14

15 9:22 見木 弘邦 ｺ ﾙ゙ ﾌﾊ ﾙ゚大宮 酒巻 謙次 磯ヶ谷ゴルフ 金子 泰久 ハイランド 大町 文安 カワナミゴルフ 14:22

16 9:30 秋山 正寿 ミズノゴルフ 池田 俊吾 ＫＧＲクラブ 関根 竹司 所沢キリン 村上 将平 ＫＧＲクラブ 14:30

17 9:38 池田 大輔 ＫＧＲクラブ 一田 裕一郎 ＫＧＲクラブ 田邊 剛之 ＫＧＲクラブ 荒巻 祝三 所沢キリン 14:38

18 9:46 岸 良一 ＫＧＲクラブ 大野 浩次 ＫＧＲクラブ 鈴木 文彰 ＫＧＲクラブ 加藤 秀和 岩槻オルゴ 14:46

19 9:54 中村 武士 ふたつやガーデン 水野 光 ＫＧＲクラブ 宮川 良明 ＫＧＲクラブ 田向 崇泰 ＫＧＲクラブ 14:54
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4月 月例競技会 Bクラス

浮間 ⇒ 那珂川

那須野ケ原CC（浮間⇒那珂川コース）


