
JG RA関東支部

2013年3月17日現在 83名

2013年3月27日（水）開催

ｽﾀｰﾄ ﾎｰﾙ ｱｳﾄ

1 7:30 小石 好美 ＫＧＲクラブ 鈴木 光江 ＫＧＲクラブ 矢羽田 達子 ＫＧＲクラブ 塚田 祥代 藤沢ジャンボ 12:30

2 7:38 山口 真理 藤沢ジャンボ 奥山 夕美子 ウェッジクラブ 泉水 由美子 ＫＧＲクラブ 12:38

3 7:46 林 稔A 竹の塚インドア 角田 浩導A 千代ヶ丘 阿部 真太郎A ＫＧＲクラブ 12:46

4 7:54 廣内 猛 ゴルフ専門学校 桑原 治郎 ＫＧＲクラブ 国井 道浩 ＫＧＲクラブ 後藤 聖 ゴルフ専門学校 12:54

5 8:02 見木 弘邦 ＫＧＲクラブ 藤田 甲一郎 ＫＧＲクラブ 三枝 勝弥 ＫＧＲクラブ 佐藤 一郎 芦花パーク 13:02

6 8:10 安倍 了 芦花公園 湯浅 武晴 ゴルフ専門学校 石井 高 ダンロップ広尾 山本 弘之 磯ヶ谷ゴルフ 13:10

7 8:18 畑井 悠佑 ベストプラン 黒木 大輔 ＫＧＲクラブ 若林 朋宏 ＫＧＲクラブ 鈴木 清和 ＫＧＲクラブ 13:18

8 8:26 山崎 靖弘 FLAG S 齋藤 万寿夫 ＫＧＲクラブ 大槻 洋平 日吉カントリー 伊東 高志 ｺﾅﾐ下総中山 13:26

9 8:34 後藤 晃 ＫＧＲクラブ 市川 昌義 大蔵ゴルフ 湯本 敬太郎 ＫＧＲクラブ 五十嵐 正和 ＫＧＲクラブ 13:34

10 8:42 市瀬 信治 ＫＧＲクラブ 柳橋 満 ＫＧＲクラブ 高森 比呂志 ＫＧＲクラブ 藤田 裕貴 日吉カントリー 13:42

11 8:50 内藤 敏朗 ＫＧＲクラブ 荒巻 祝三 所沢キリン 阿部 元信 ＫＧＲクラブ 田向 崇泰 ＫＧＲクラブ 13:50

ｽﾀｰﾄ ﾎｰﾙ ｱｳﾄ

1 7:30 平田 好恵 ジャパンゴルフ 伊藤 里枝 東京多摩川 有本 広美 ＫＧＲクラブ 12:30

2 7:38 田中 篤子 ウェッジクラブ 長島 明子 藤沢ジャンボ 根本 由香里 ＫＧＲクラブ 12:38

3 7:46 飯田 真規A ＫＧＲクラブ 大塚 昌宏A スポニチガーデン 大浦 健央 代々木ゴルフ 12:46

4 7:54 三富 大輔 ｺﾅﾐ下総中山 本田 健次 ＫＧＲクラブ 中嶋 毅 町田モダン 羽田野 友宏 ｶﾅｰﾚ流山 12:54

5 8:02 畑中 健一 磯ヶ谷ゴルフ 箕輪 和久 藤沢ジャンボ 手嶋 宏樹 ＫＧＲクラブ 福島 貴司 ＫＧＲクラブ 13:02

6 8:10 小池 俊哉 ｺﾅﾐ下総中山 須藤 義男 ＫＧＲクラブ 平山 壽一 マイゴルフ 今井 秀和 ＫＧＲクラブ 13:10

7 8:18 鈴木 修 横須賀ｸ ﾘ゙ｰﾝ 越川 泰伸 ＫＧＲクラブ 篠塚 芳明 ＫＧＲクラブ 千葉 良平 ＫＧＲクラブ 13:18

8 8:26 濱中 正晴 清瀬ゴルフ 丹山 昌伸 ＫＧＲクラブ 滑川 俊 ＫＧＲクラブ 東 隆 青梅リバーサイド 13:26

9 8:34 金丸 誠人 厚木ゴルフ 関根 竹司 所沢キリン 高田 綾太 ＫＧＲクラブ 古川 昌行 ウェッジクラブ 13:34

10 8:42 馬場 孝幸 ＫＧＲクラブ 濱中 和正 ＫＧＲクラブ 人見 和彦 ｺﾅﾐ下総中山 森下 芳樹 ＫＧＲクラブ 13:42

11 8:50 宮川 良明 ＫＧＲクラブ 山崎 徳之 FLAG S 山城 淳 ダンロップ広尾 山野辺 裕二 ＫＧＲクラブ 13:50
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