
（公社）全日本ゴルフ練習場連盟 関東ブロック

関東ゴルフ練習場連盟

2014年9月16日現在 78名

2014年9月26日（金）開催

ｽﾀｰﾄ ﾎｰﾙ ｱｳﾄ

1 7:30 小石 好美 ＫＧＲクラブ 戸蒔 さおり ウェッジクラブ 法邑 容子 代々木ゴルフ 飯田 直美 ＫＧＲクラブ 12:00

2 7:38 有本 広美 ＫＧＲクラブ 大内 賀子I ＫＧＲクラブ 高橋 友希子 ＫＧＲクラブ 上松 みどり ＫＧＲクラブ 12:08

3 7:46 矢羽田 達子 ＫＧＲクラブ 伊藤 里枝 カワナミゴルフ 泉水 由美子 ＫＧＲクラブ 吉田 文恵 ＫＧＲクラブ 12:16

4 7:54 大村 和彦A ＫＧＲクラブ 栗城 和也A ＫＧＲクラブ 岩崎 裕哉A コナミ下総中山 高橋 一貴A 四谷ゴルフ 12:24

5 8:02 上野 雄太A グリーンパーク 大西 翔太 美里ゴルフ 内山 浩二 ＫＧＲクラブ 大久保 篤 ＫＧＲクラブ 12:32

6 8:10 高柳 正重 ＫＧＲクラブ 村上 将平 ＫＧＲクラブ 山崎 靖弘 FLAG S 佐藤 一郎 芦花パーク 12:40

7 8:18 安倍 了 給田ゴルフ 池端 慶二 町田モダン 宇津木 健 ＫＧＲクラブ 池田 大輔 ＫＧＲクラブ 12:48

8 8:26 平山 壽一 マイゴルフ 臼井 琢也 清瀬ゴルフ 内藤 敏朗 ＫＧＲクラブ 高森 比呂志 ＫＧＲクラブ 12:56

9 8:34 須藤 治樹 狛江ゴルフ 玉造 政洋 四谷ゴルフ 長嶋 秀一 藤沢ジャンボ 筋野 泰成 二木ゴルフ 13:04

10 8:42 中嶋 毅 町田モダン 秋山 正寿 ミズノゴルフ 土田 和紀 ＫＧＲクラブ 池田 俊吾 ＫＧＲクラブ 13:12

ｽﾀｰﾄ ﾎｰﾙ ｱｳﾄ

1 7:30 板橋 進一A ガーデン高島平 藤田 甲一郎A ＫＧＲクラブ 伊藤 将平A ＫＧＲクラブ 田向 崇泰A ＫＧＲクラブ 12:00

2 7:38 青嶋 辰典 ＫＧＲクラブ 星野 忠靖 ＫＧＲクラブ 藤原 順 ＫＧＲクラブ 12:08

3 7:46 田村 良二 鴻巣ジャンボ 山内 英雄 ガーデン高島平 水野 光 ＫＧＲクラブ 中野 太一 ＫＧＲクラブ 12:16

4 7:54 手嶋 宏樹 ＫＧＲクラブ 金丸 誠人 ＫＧＲクラブ 五十嵐 正和 ＫＧＲクラブ 馬場 孝幸 ＫＧＲクラブ 12:24

5 8:02 須藤 義男 ＫＧＲクラブ 一田 裕一郎 ＫＧＲクラブ 岸 良一 ＫＧＲクラブ 金子 誠一I 大蔵ゴルフ 12:32

6 8:10 久保田 浩章 ＫＧＲクラブ 古川 昌行 ウェッジクラブ 門馬 邦幸 ＫＧＲクラブ 薮野 睦明 ＫＧＲクラブ 12:40

7 8:18 鈴木 清和 ＫＧＲクラブ 寺田 二朗 ＫＧＲクラブ 吉田 勝彦 ＫＧＲクラブ 荒巻 祝三 所沢キリン 12:48

8 8:26 大野 浩次 ＫＧＲクラブ 鈴木 文彰 ＫＧＲクラブ 河野 陽I 代々木ｺ ﾙ゙ ﾌｽｸｰﾙ 阿部 元信 ＫＧＲクラブ 12:56

9 8:34 井口 靖之 ジャパンゴルフ 後藤 晃 ＫＧＲクラブ 関根 毅 ＫＧＲクラブ 林 政至 ＫＧＲクラブ 13:04

10 8:42 宮川 良明 ＫＧＲクラブ 山崎 博之 FLAG S 若林 朋宏 ＫＧＲクラブ 13:12

2014

9月 月例競技会 クラスB・F

那須 ⇔ 那珂川

那須野ケ原CC（那須⇔那珂川コース）

那珂川 ⇔ 那須


