
（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6月16日現在 79名

2014年6月26日（木）開催
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1 7:25 小石 好美 KG Rクラブ 伊藤 里枝 カワナミゴルフ 青山 悠 ＫＧＲクラブ 有本 広美 ＫＧＲクラブ 12:25

2 7:32 山上 百合子 ミズノゴルフ 塚田 祥代 藤沢ジャンボ 橋本 英子 弦巻ゴルフ 奥山 夕美子 ウェッジクラブ 12:32

3 7:39 中村 信弘A FLAG S 藤田 甲一郎Ａ ＫＧＲクラブ 大森 茂行A ＫＧＲクラブ 上野 雄太Ａグリーンパーク 12:39

4 7:46 藤沼 良介 ＫＧＲクラブ 下田 次郎 KG Rクラブ 平田 拓也 イーグルスゴルフ安達 祐介 ゴルフ専門学校 12:46

5 7:53 佐藤 一郎 芦花パーク 板橋 進一 ガーデン高島平 土田 和紀 ＫＧＲクラブ 深山 克巳 ＫＧＲクラブ 12:53

6 8:00 馬場 孝幸 ＫＧＲクラブ 石井 高 ダンロップ赤坂店 福島 貴司 ＫＧＲクラブ 市瀬 信治 ＫＧＲクラブ 13:00

7 8:07 玉造 政洋 四谷ゴルフ 伊藤 貴弘 ＫＧＲクラブ 都築 卓也 ＫＧＲクラブ 滑川 豊 ＫＧＲクラブ 13:07

8 8:14 豊嶋 明雄 コナミ下総中山 中嶋 毅 町田モダン 羽田野 友宏 カナーレ流゙山 人見 和彦 コナミ下総中山 13:14

9 8:21 湯浅 武晴 ゴルフ専門学校 小宮沢 研人 ＫＧＲクラブ 内藤 敏朗 ＫＧＲクラブ 湯本 敬太郎 ハイランドスポーツ 13:21

10 8:28 大竹 一晃 ＫＧＲクラブ 後藤 晃 ＫＧＲクラブ 関根 毅 ＫＧＲクラブ 滑川 俊 ＫＧＲクラブ 13:28
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1 7:30 斉藤 紗弥香 藤沢ジャンボ 法邑 容子 代々木ゴルフ 上松 みどりKG Rクラブ 鈴木 光江 KG Rクラブ 12:30

2 7:38 田中 篤子 ウェッジクラブ 時井 陽子 FLAG S 山口 真理 藤沢ジャンボ 吉井 紀代子 ハイランドスポーツ 12:38

3 7:46 伊藤 将平ＡＫＧＲクラブ 鈴木 豪 四谷ゴルフ 山田 寛喜 ＫＧＲクラブ 御子柴 一輝 磯ヶ谷ゴルフ 12:46

4 7:54 栗城 和也 ＫＧＲクラブ 雨宮 一輝 瀬田モダン 大村 和彦 丸子橋ゴルフ 中野 太一 ＫＧＲクラブ 12:54

5 8:02 門馬 邦幸 ＫＧＲクラブ 五十嵐 正和 ＫＧＲクラブ 安倍 了 給田ゴルフ 手嶋 宏樹 ＫＧＲクラブ 13:02

6 8:10 須藤 義男 ＫＧＲクラブ 荒巻 祝三 所沢キリン 鈴木 文彰 ＫＧＲクラブ 飯田 智久Ａ代々木ゴルフ 13:10

7 8:18 斉藤 学 上尾ゴルフ 田邉 奨 芦花パーク 藤原 順 ＫＧＲクラブ 石橋 利通 ＫＧＲクラブ 13:18

8 8:26 金丸 誠人 ＫＧＲクラブ 古川 昌行 ウェッジクラブ 金子 泰久 ハイランドセンター 畑中 健一 磯ヶ谷ゴルフ 13:26

9 8:21 福原 郷 ＫＧＲクラブ 七森 孝之ＩＫＧＲクラブ 阿部 元信 ＫＧＲクラブ 岩本 太一 ＫＧＲクラブ 13:21

10 8:28 宮川 良明 ＫＧＲクラブ 山城 淳 ダンロップ赤坂店 鈴木 清和 ＫＧＲクラブ 13:28
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