
（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7月19日現在 74名

クラスB 4名

クラスF 18名

クラスI 46名

テスト生 6名

2014年7月29日（火）開催

ｽﾀｰﾄ ﾎｰﾙ ｱｳﾄ

1 7:30 小石 好美 KG Rクラブ 奥山 夕美子 ウェッジクラブ 斉藤 紗弥香 藤沢ジャンボ 法邑 容子 代々木ゴルフ 12:15

2 7:38 鈴木 光江 KG Rクラブ 有本 広美 ＫＧＲクラブ 塚田 祥代 藤沢ジャンボ 肥田野 直美I四谷ゴルフ 12:23

3 7:46 阿部 美奈子 KG Rクラブ 泉水 由美子 KG Rクラブ 時井 陽子 FLAG S 12:31

4 7:54 長嶋 秀一B 藤沢ジャンボ 樽谷 恭明B ＫＧＲクラブ 樫本 剛平 ＫＧＲクラブ 谷田 英希 ＫＧＲクラブ 12:39

5 8:02 久保田 浩章 ゴルフ専門学校 酒井 南雄人 ＫＧＲクラブ 渡邉 伸 ＫＧＲクラブ 中西 大成 INGゴルフ 12:47

6 8:10 進藤 圭 ＫＧＲクラブ 須藤 和英 四谷ゴルフ 塚越 治 ＫＧＲクラブ 伊藤 翔太 ＫＧＲクラブ 12:55

7 8:18 七森 孝之 ＫＧＲクラブ 岡野 祥武 磯ヶ谷ゴルフ 中村 暁海 ＫＧＲクラブ 伊藤 祐一郎 代々木ゴルフ 13:03

8 8:26 新原 大輔 ＫＧＲクラブ 野口 功 ＫＧＲクラブ 薮野 睦明B ＫＧＲクラブ 鈴木 美智子 再テスト 13:11

9 8:34 松本 俊介 ＫＧＲクラブ 中村 雅一 ＫＧＲクラブ 堤 正樹 コナミ下総中山 松野 雅子 再テスト 13:19

10 8:42 澤村 敬之 ＫＧＲクラブ 澤地 正典 ＫＧＲクラブ 日野 洋和 ダイナミック茂原 井樽 淳子 テスト 13:27

ｽﾀｰﾄ ﾎｰﾙ ｱｳﾄ

1 7:30 相沢 マチ子 KG Rクラブ 田中 篤子 ウェッジクラブ 飯田 直美 KG Rクラブ 山口 真理 藤沢ジャンボ 12:15

2 7:38 篠田 孝子I KG Rクラブ 戸蒔 さおり ウェッジクラブ 矢羽田 達子 KG Rクラブ 12:23

3 7:46 鈴木 禎之 ＫＧＲクラブ 稲上 孝明 ＫＧＲクラブ 伊藤 英雄 加藤農園 右島 義一 四谷ゴルフ 12:31

4 7:54 河本 貴宏 ＫＧＲクラブ 根本 昂拓 カナーレ流山 細谷 厚仁 ＫＧＲクラブ 伊藤 秀夫 ダンロップ赤坂 12:39

5 8:02 森 昌太 ＫＧＲクラブ 細谷 俊輔 ＫＧＲクラブ 橋本 徹 四谷ゴルフ 神田 浩和 FLAG S 12:47

6 8:10 柿沼 武生 ゴルフパル大宮 山崎 崇 ＫＧＲクラブ 金子 誠一 大蔵ゴルフ 岩松 裕司 ＫＧＲクラブ 12:55

7 8:18 宮村 政和 ＫＧＲクラブ 菅原 金英 香川グリーン 山田 忠義 ＫＧＲクラブ 石野 行雄 再テスト 13:03

8 8:26 加藤 崇 ＫＧＲクラブ 机 大介 四谷ゴルフ 折山 正宏 ＫＧＲクラブ 櫻井 智美 再テスト 13:11

9 8:34 小池 勝利B ＫＧＲクラブ 石井 佳昌 厚木ゴルフ 小橋 伸一郎 ＫＧＲクラブ 小泉 潤 テスト 13:19
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