
（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11月1日現在 88名

2014年11月11日（火）開催

ｽﾀｰﾄ ﾎｰﾙ ｱｳﾄ

1 7:30 小石 好美 ＫＧＲクラブ 斉藤 紗弥香 藤沢ジャンボ 法邑 容子 代々木ゴルフ 伊藤 里枝 カワナミゴルフ 12:00

2 7:38 篠田 孝子I 磯ヶ谷ゴルフ 高橋 友希子 ＫＧＲクラブ 戸蒔 さおり ウェッジクラブ 鈴木 光江 ＫＧＲクラブ 12:08

3 7:46 赤津 聡之A 岩槻オルゴ 金子 達朗A ＫＧＲクラブ 岩崎 裕哉A コナミ下総中山 宮崎 高弘A ロッキースタジアム 12:16

4 7:54 奥嶋 誠昭 ＫＧＲクラブ 河野 翔太 ＫＧＲクラブ 角田 浩導 千代ヶ丘 阿部 誉廉 ＫＧＲクラブ 12:24

5 8:02 平田 拓也 イーグルスゴルフ土屋 晴紀 高萩ゴルフ 藤原 順 ＫＧＲクラブ 中西 大成 INGゴルフ 12:32

6 8:10 右島 義一 四谷ゴルフ 佐藤 一郎 芦花パーク 伊東 高志 コナミ下総中山 根本 昂拓 カナーレ流山 12:40

7 8:18 馬場 孝幸 ＫＧＲクラブ 安倍 了 給田ゴルフ 湯浅 武晴 ゴルフ専門学校 五十嵐 正和 ＫＧＲクラブ 12:48

8 8:26 田渕 與朗A ベストゴルフ 内山 浩二 ＫＧＲクラブ 滑川 豊 ＫＧＲクラブ 横川 典正 ＫＧＲクラブ 12:56

9 8:34 水野 光 ＫＧＲクラブ 藤田 裕貴 日吉カントリー 門馬 邦幸 ＫＧＲクラブ 越川 泰伸 ＫＧＲクラブ 13:04

10 8:42 松本 俊介 ＫＧＲクラブ 丹山 昌伸 ＫＧＲクラブ 田邊 剛之 ＫＧＲクラブ 土田 和紀 ＫＧＲクラブ 13:12

11 8:50 荒巻 祝三 所沢キリン 鈴木 文彰 ＫＧＲクラブ 阿部 元信 ＫＧＲクラブ 13:20

12 8:58 手島 寿美義 ＫＧＲクラブ 東郷 雅史 ﾐｽ ﾉ゙ｺ ﾙ゙ ﾌｽｸｰﾙ 宮川 良明 ＫＧＲクラブ 13:28

ｽﾀｰﾄ ﾎｰﾙ ｱｳﾄ

1 7:30 松野 雅子 ＫＧＲクラブ 飯田 直美 ＫＧＲクラブ 有本 広美 ＫＧＲクラブ 根本 季代子IＫＧＲクラブ 12:00

2 7:38 阿部 美奈子 ＫＧＲクラブ 青山 悠 ＫＧＲクラブ 山上 百合子 ミズノゴルフ 12:08

3 7:46 大塚 昌宏A ＫＧＲクラブ 板橋 進一A ガーデン高島平 伊藤 将平A ＫＧＲクラブ 田向 崇泰A ＫＧＲクラブ 12:16

4 7:54 小野 博之 ＫＧＲクラブ 玉造 政洋 四谷ゴルフ 伊藤 貴弘 KG Rクラブ 宮本 大輔 ＫＧＲクラブ 12:24

5 8:02 佐々木 博司 磯ヶ谷ゴルフ 鈴木 修 横須賀グリーン 田村 良二 鴻巣ジャンボ 細谷 厚仁 KG Rｸﾗﾌﾞ 12:32

6 8:10 細谷 俊輔 ＫＧＲクラブ 中野 太一 ＫＧＲクラブ 手嶋 宏樹 ＫＧＲクラブ 佐藤 淑裕 ＫＧＲクラブ 12:40

7 8:18 石井 高 ダンロップ赤坂店 須藤 治樹 狛江ゴルフ 岸 良一 ＫＧＲクラブ 七森 孝之I KG Rクラブ 12:48

8 8:26 星野 忠靖 ＫＧＲクラブ 長嶋 秀一 藤沢ジャンボ 見木 弘邦 FLAG S 粕谷 寿文 青梅フレンドシップ 12:56

9 8:34 池端 慶二 町田モダン 佃 公仁 ＫＧＲクラブ 中嶋 毅 町田モダン 森下 芳樹 ＫＧＲクラブ 13:04

10 8:42 臼井 琢也 清瀬ゴルフ 高森 比呂志 ＫＧＲクラブ 時田 達也 ＫＧＲクラブ 寺田 二朗 ＫＧＲクラブ 13:12

11 8:50 稲本 浩 竹の塚インドア 加藤 秀和 岩槻オルゴ 木村 篤志 田原町ゴルフ 13:20

2014

11月 月例競技会 クラスB・F

O UT ⇔ IN

ロックヒルGC ロックコース

IN ⇔ O UT


