
関東ゴルフ練習場連盟

2017年6月22日現在　109名

2017年6月29日（木）開催

ｽﾀｰﾄ ﾎｰﾙｱｳﾄ

1 7:30 増田 輝久 X-GOLF 武田 淳一 千代ヶ丘 渡部 真一 ｼﾝﾀﾑ 山野辺裕二 KGRｸﾗﾌﾞ 13:10

2 7:38 白石 昌巳 丸山ｺﾞﾙﾌ 植木 俊晴 双伸ｺﾞﾙﾌ 佐藤良威AP 西大宮ｺﾞﾙﾌ 谷口 嵩聡 鴻巣ｼﾞｬﾝﾎﾞ 13:18

3 7:46 河野 翔太 三兄ｺﾞﾙﾌ 平山 勲 ｲｰｸﾞﾙｽ 山田 祐介 DREAMS 樫本 剛平 KGRｸﾗﾌﾞ 13:24

4 7:54 山本 武史 KGRｸﾗﾌﾞ 齋藤万寿夫 KGRｸﾗﾌﾞ 都築 卓也 ｼﾞｰｳｲﾝｸﾞ 鈴木 聖一 永田台ｺﾞﾙﾌ 13:34

5 8:02 本夛 真茂 四谷ｸﾗﾌﾞ 山内 健司 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ 空 裕司 KGRｸﾗﾌﾞ 久保田浩章 KGRｸﾗﾌﾞ 13:42

6 8:10 細野 吉政 KGRｸﾗﾌﾞ 石井 啓太 KGRｸﾗﾌﾞ 靏見大樹AP ｶｺﾞﾊﾗ 橋爪 耕亮 KGRｸﾗﾌﾞ 13:50

7 8:18 石井 邦人 KGRｸﾗﾌﾞ 新名 功一 KGRｸﾗﾌﾞ 中村 拓 KGRｸﾗﾌﾞ 小林 秀平 KGRｸﾗﾌﾞ 13:58

8 8:26 松沢 光彦 KGRｸﾗﾌﾞ 雨宮 一輝 瀬田ﾓﾀﾞﾝ 宮崎 高弘 ﾛｯｷｰｽﾀｼﾞｱﾑ 高橋 玄 ﾊｲﾗﾝﾄﾞｾﾝﾀｰ 14:06

9 8:34 飯田 智一 KGRｸﾗﾌﾞ 石丸 雄大 KGRｸﾗﾌﾞ 三瓶 謙治 KGRｸﾗﾌﾞ 栗城 凌太 ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ千葉 14:14

10 8:42 喜多康範AP X-GOLF 菅間隆夫AP 西大宮ｺﾞﾙﾌ 岡地直紀AP ﾊｲﾗﾝﾄﾞｾﾝﾀｰ 大熊洋司AP KGRｸﾗﾌﾞ 14:22

11 8:50 平本 康成 KGRｸﾗﾌﾞ 杉田 晃浩 千代ヶ丘 小暮 匡央 ﾛｯｷｰｽﾀｼﾞｱﾑ 奥富 基喜 ｶｺﾞﾊﾗ 14:30

12 8:58 菅原 和穂 ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ成田 坂上陸郎AP KGRｸﾗﾌﾞ 菊地 英雄 ｸﾞﾘｰﾝｽﾃｰｼﾞ熊谷 金子 達朗 KGRｸﾗﾌﾞ 14:38

13 9:06 狩野 拓也 KGRｸﾗﾌﾞ 阿部真太郎AP KGRｸﾗﾌﾞ 黒木 大輔 KGRｸﾗﾌﾞ 角田 浩導 千代ヶ丘 14:46

14 9:14 赤津 聡之 KGRｸﾗﾌﾞ 加藤将明AP R.B.Cｺﾞﾙﾌ 内海道生AP 伊勢原ｺﾞﾙﾌ 大関 翔AP ｺﾞﾙﾌﾊﾟﾙ大宮 14:54

15 9:22 15:02

ｽﾀｰﾄ ﾎｰﾙｱｳﾄ

1 7:30 大濱 考洋 KGRｸﾗﾌﾞ 須賀 雅敏 ｶﾅｰﾚ流山 鈴木 章哲 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ赤坂 影山 一成 ｺﾅﾐ下総中山 13:10

2 7:38 鈴木 エバン KGRｸﾗﾌﾞ 柳橋 正人 KGRｸﾗﾌﾞ 岩永 雅洋 KGRｸﾗﾌﾞ 吉田 研人 北千住ｲﾝﾄﾞｱ 13:18

3 7:46 齋藤 和也 KGRｸﾗﾌﾞ 安藤 稜平 ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ茂原 鈴木 禎之 KGRｸﾗﾌﾞ 高田 綾太 KGRｸﾗﾌﾞ 13:24

4 7:54 岩本 翼 ﾜｲ･ｼﾞｰ･ｴｽ 田口 友樹 保谷ｸﾞﾘｰﾝ 飯田 真規 KGRｸﾗﾌﾞ 田中 勉 KGRｸﾗﾌﾞ 13:34

5 8:02 高山 正治 KGRｸﾗﾌﾞ 黒澤 翼 KGRｸﾗﾌﾞ 碇 和幸 弦巻ｺﾞﾙﾌ 鈴木 修 高萩ｺﾞﾙﾌ 13:42

6 8:10 小倉 幸也 KGRｸﾗﾌﾞ 根本 昂拓 ｶﾅｰﾚ流山 田淵 與朗 ﾍﾞｽﾄﾚﾝﾁﾞ 高田 真悟 KGRｸﾗﾌﾞ 13:50

7 8:18 長澤 伸哉 仙川ｺﾞﾙﾌ 佐藤 潤平 KGRｸﾗﾌﾞ 荒木 良大 ｼﾞｰｳｲﾝｸﾞ 猿田 南海 ｱｸﾃｨｳﾞｺﾞﾙﾌ 13:58

8 8:26 佐々木博司 磯ヶ谷ｺﾞﾙﾌ 高橋 一貴 KGRｸﾗﾌﾞ 御子柴一輝AP 磯ヶ谷ｺﾞﾙﾌ 櫻井 則之 ｺﾞﾙﾌﾄﾞﾘｰﾏｰｽﾞ 14:06

9 8:34 石橋 利通 KGRｸﾗﾌﾞ 高橋 憲司 ｺﾅﾐ下総中山 永野 雅章 湘南台ｺﾞﾙﾌ 伊藤 将平 KGRｸﾗﾌﾞ 14:14

10 8:42 松丸 勇一 KGRｸﾗﾌﾞ 石森 憲岳 KGRｸﾗﾌﾞ 田中 聖也 日吉ｶﾝﾄﾘｰ 林 稔AP 竹の塚 14:22

11 8:50 加藤 弘晃 KGRｸﾗﾌﾞ 野本 一平 双信ｺﾞﾙﾌ 岩崎 裕哉 ｺﾅﾐ下総中山 14:30

12 8:58 西村和也AP 西大宮ｺﾞﾙﾌ 高澤 和幸B ｱｰﾘｰﾊﾞｰﾄﾞ 加藤 展也B 東京G専門学校 14:38

13 9:06 平川 將臣B 竹の塚 野坂 知希B 千歳ｺﾞﾙﾌ 柳澤 裕聴B KGRｸﾗﾌﾞ 14:46

14 9:14 松本 俊一B ｺﾅﾐ下総中山 山下 陽平B ﾋﾙﾄｯﾌﾟ 平山壽一BS ﾏｲｺﾞﾙﾌ 吉田勝彦BS KGRｸﾗﾌﾞ 14:54

15 9:22 15:02
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