
JGRA関東支部

2011年11月25日現在　88名

2011年12月9日（金）開催 一の宮CC

ｽﾀｰﾄ ﾎｰﾙｱｳﾄ

1 7:30 ○ 斉藤 紗弥香 藤沢ジャンボゴルフ 田中 妙I  ＫＧＲクラブ 山口 真理 藤沢ジャンボゴルフ 12:30

2 7:37 ○ 橋本 英子 弦巻ゴルフ 上松 みどり プラスサポート 伊藤 里枝  東京多摩川 寺崎 智香子I  ＫＧＲクラブ 12:37

3 7:44 ○ 法邑 容子 公和ゴルフ 鈴木 光江I  ＫＧＲクラブ 矢羽田 達子 ＫＧＲクラブ 有本 広美 ＫＧＲクラブ 12:44

4 7:51 ○ 石井 高 ダンロップクラブ 荒巻 祝三 所沢キリン 由井 良治  ＫＧＲクラブ 12:51

5 7:58 ○ 吉田 勝彦 ＫＧＲクラブ 井口 靖之  ジャパンゴルフスクール 森本 昇  ＫＧＲクラブ 渡部 真一 厚木ゴルフ 12:58

6 8:05 ○ 鈴木 文彰 ＫＧＲクラブ 植松 博士 ＫＧＲクラブ 石井 直樹A コナミ下総中山 荒木 良大I ＫＧＲクラブ 13:05

7 8:12 ○ 五十嵐 正和 ＫＧＲクラブ 岸 良一 ＫＧＲクラブ 内藤 敏朗Ｃ ＫＧＲクラブ 13:12

8 8:19 ○ 畑中 健一 磯ヶ谷ゴルフ 浦本 清彦 ヨコハマフォーエス 福原 郷 鴻巣ジャンボ 田邊 剛之 ＫＧＲクラブ 13:19

9 8:26 ○ 福島 貴司 ＫＧＲクラブ 藤田 甲一郎 ＫＧＲクラブ 馬場 孝幸 ＫＧＲクラブ 秋山 正寿 ミズノゴルフ 13:26

10 8:33 ○ 大村 和彦 丸子橋ゴルフ 市川 昌義 大蔵ゴルフ 池端 慶二 町田モダン 高橋 一貴 ＫＧＲクラブ 13:33

11 8:40 ○ 飯田 真規 公和ゴルフ 永井 洋美 フェローズ本八幡 樽谷 恭明 ＫＧＲクラブ 露崎 文昭 ＫＧＲクラブ 13:40

12 8:47 ○ 赤津 聡之 岩槻オルゴ 安積 孝文 ＫＧＲクラブ 渡邊 貴元 千代ヶ丘ゴルフ 井下 幾元 ハイランドセンター 13:47

○はエチケットリーダー

ｽﾀｰﾄ ﾎｰﾙｱｳﾄ

1 7:30 ○ 飯田 直美  ＫＧＲクラブ 奥山 夕美子  ウエッジクラブ 田中 篤子  ウエッジクラブ 泉水 由美子  ＫＧＲクラブ 12:30

2 7:37 ○ 戸蒔 さおり ウエッジクラブ 鈴木 美保  ＫＧＲクラブ 塚田 祥代I  ＫＧＲクラブ 尾内 章子 ハイランドセンター 12:37

3 7:44 ○ 寺田 二朗 ＫＧＲクラブ 島崎 晃C ＫＧＲクラブ 宮川 清一 カワナミゴルフ 12:44

4 7:51 ○ 田向 崇泰 ＫＧＲクラブ 中嶋 毅 町田モダン 湯本 敬太郎C ＫＧＲクラブ 鈴木 勝利 ＫＧＲクラブ 12:51

5 7:58 ○ 滑川 俊 ＫＧＲクラブ 郡山 信治A ハイランドスポーツ 薮野 睦明A ＫＧＲクラブ 平山 壽一 マイゴルフ 12:58

6 8:05 ○ 高田 綾太 ＫＧＲクラブ 北岡 翔太 ゴルフ専門学校 山本 弘之 磯ヶ谷ゴルフ 須藤 義男 ＫＧＲクラブ 13:05

7 8:12 ○ 山崎 政美 ＫＧＲクラブ 山岸 吉剛 ＫＧＲクラブ 松沢 光彦 ＫＧＲクラブ 大町 文安 カワナミゴルフ 13:12

8 8:19 ○ 東條 秀和 コナミ下総中山 安河内 朗 ヨコハマフォーエス 池田 俊吾 ＫＧＲクラブ 四木 洋介 ＫＧＲクラブ 13:19

9 8:26 ○ 井口 誠一 ＫＧＲクラブ 武田 淳一 ＫＧＲクラブ 星野 忠靖 ＫＧＲクラブ 三富 大輔 コナミ下総中山 13:26

10 8:33 ○ 加藤 展也 ゴルフ専門学校 桑山 敦志 ＫＧＲクラブ 高田 真吾 ＫＧＲクラブ 林 政至 ＫＧＲクラブ 13:33

11 8:40 ○ 高橋 玄 ハイランドセンター 谷島 公治 宮前ゴルフ 小林 秀平 ＫＧＲクラブ 小林 正宗 ＫＧＲクラブ 13:40

○はエチケットリーダー
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12月　月例競技会　B・C・Fクラス
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