
JGRA関東支部

2012年4月16日現在　92名

2012年4月26日（木）開催
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1 7:30 村上 将平 ＫＧＲクラブ 山崎 博之 ＦＬＡＧＳ 山田 祥太郎 ＫＧＲクラブ 渡辺 春喜 環七春日橋 12:30

2 7:37 林 政至 ＫＧＲクラブ 古川 昌行 ウエッジクラブ 三富 大輔 コナミ下総中山 宮川 良明 ＫＧＲクラブ 12:37

3 7:44 鈴木 文彰 ＫＧＲクラブ 富樫 健一 ＦＬＡＧＳ 時田 達也 ＫＧＲクラブ 並木　杏太 シチズンゴルフ 12:44

4 7:51 篠原 直樹 ＫＧＲクラブ 柴田 薫 ＫＧＲクラブ 島崎 晃 ＫＧＲクラブ 筋野 泰成 二木ゴルフ 12:51

5 7:58 桑原 治郎 ＫＧＲクラブ 小林 正宗 ＫＧＲクラブ 後藤 晃 ＫＧＲクラブ 酒巻 憲次 磯ヶ谷ゴルフ 12:58

6 8:05 一田 裕一郎 ＫＧＲクラブ 稲田 伸一 明野ゴルフ 岡田 賢二 ＫＧＲクラブ 片山 博之 ＫＧＲクラブ 13:05

7 8:12 安倍 了 芦花公園 荒巻 祝三 所沢キリン 飯田 智久 公和ゴルフ 石川 泰英 ＫＧＲクラブ 13:12

8 8:19 柳澤 裕聴 三恵インドア 高森 比呂志ＫＧＲクラブ 田邉 奨 芦花パーク 斉藤 学Ａ 上尾リンクス 13:19

9 8:26 池田 俊吾 ＫＧＲクラブ 吉田 勝彦 ＫＧＲクラブ 岸 良一 ＫＧＲクラブ 細野 吉政 ＫＧＲクラブ 13:26

10 8:33 内藤 敏朗 ＫＧＲクラブ 平山 壽一 マイゴルフ 石井 高 ダンロップクラブ 湯浅 武晴 ゴルフ専門学校 13:33

11 8:40 福島 貴司 ＫＧＲクラブ 須藤 義男 ＫＧＲクラブ 宇津木 健 アーリーバード 池端 慶二 町田モダン 13:40

12 8:47 秋山 正寿 ミズノゴルフ 畑中 健一 磯ヶ谷ゴルフ 石川 智宏 ＫＧＲクラブ 東 隆 青梅リバーサイド 13:47

13 8:54 柳橋 満 ＫＧＲクラブ 市川 昌義 大蔵ゴルフ 湯本 敬太郎 ＫＧＲクラブ 安河内 朗 ヨコハマフォーエス 13:54

14 9:01 高田 綾太 ＫＧＲクラブ 馬場 孝幸 ＫＧＲクラブ 濱中 和正 ＫＧＲクラブ 藤田 甲一郎 ＫＧＲクラブ 14:01

15 9:08 石野 政和 ヨコハマフォーエス 藤井 隆一 ＫＧＲクラブ 人見 和彦 コナミ下総中山 金 鐘來 ゴルフ専門学校 14:08

16 9:15 星野 忠靖 ＫＧＲクラブ 渡部 真一 厚木ゴルフ 手嶋 宏樹  ＫＧＲクラブ 桑山 敦志 ＫＧＲクラブ 14:15

17 9:22 北岡 翔太 ゴルフ専門学校 福原 郷 鴻巣ジャンボ 高橋 一貴 ＫＧＲクラブ 中村 一利  ＫＧＲクラブ 14:22

18 9:29 溝呂木 優 ＫＧＲクラブ 谷島 公治 宮前ゴルフ 山崎 政美 ＫＧＲクラブ 三枝 勝弥 ＫＧＲクラブ 14:29

19 9:36 岡村 直人 霜原ゴルフ 植松 博士 ＫＧＲクラブ 武田 淳一 ＫＧＲクラブ 永井 洋美 フェローズ本八幡 14:36

20 9:43 東條 秀和 コナミ下総中山 松沢 光彦 ＫＧＲクラブ 山岸 吉剛 ＫＧＲクラブ 高田 真吾 ＫＧＲクラブ 14:43

21 9:50 黒木 大輔 ＫＧＲクラブ 滝澤 文彦 岩槻オルゴ 滑川 俊 ＫＧＲクラブ 中嶋 毅 町田モダン 14:50

22 9:57 四木 洋介 ＫＧＲクラブ 永井 清史 ＫＧＲクラブ 加藤 展也 ゴルフ専門学校 和田 秀康 中台ゴルフ 14:57

23 10:04 露崎 文昭 ＫＧＲクラブ 大村 和彦 丸子橋ゴルフ 佐藤 竜也 磯ヶ谷ゴルフ 田向 崇泰 ＫＧＲクラブ 15:04
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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）


