
関東ゴルフ練習場連盟

2017年8月23日現在　86名

2017年8月30日（水）開催

ｽﾀｰﾄ ﾎｰﾙｱｳﾄ

1 7:30 野坂 知希Ａ 千歳ｺﾞﾙﾌ 佐藤 寛仁Ａ KGRｸﾗﾌﾞ 平山 勲Ａ ｲｰｸﾞﾙｽ 奥嶋 誠昭Ａ 梅里ｶﾝﾄﾘｰ 12:30

2 7:38 大塚 昌宏Ａ KGRｸﾗﾌﾞ 田淵 與朗Ａ ﾍﾞｽﾄﾚﾝﾁﾞ 北岡 翔太Ａ DREAMERS 岩永 雅洋Ａ KGRｸﾗﾌﾞ 12:38

3 7:46 荒木 良大B ｼﾞｰｳｲﾝｸﾞ 松丸 勇一B KGRｸﾗﾌﾞ 細谷 俊輔B KGRｸﾗﾌﾞ 藤沼 良介B KGRｸﾗﾌﾞ 12:46

4 7:54 岩本 翼B ﾜｲ･ｼﾞｰ･ｴｽ 高田 真悟B KGRｸﾗﾌﾞ 鈴木 禎之B KGRｸﾗﾌﾞ 加藤 弘晃B KGRｸﾗﾌﾞ 12:54

5 8:02 高橋 一貴B KGRｸﾗﾌﾞ 渡部 貴之B KGRｸﾗﾌﾞ 安河内 朗B ﾖｺﾊﾏﾌｫｰｴｽ 髙倉 宏樹B 清瀬ｺﾞﾙﾌ 13:02

6 8:10 細谷 厚仁B KGRｸﾗﾌﾞ 伊藤祐一郎B 代々木 屋宜 功B KGRｸﾗﾌﾞ 藤田甲一郎B 駅ごる 13:10

7 8:18 水村 龍太B KGRｸﾗﾌﾞ 大山 徳義B KGRｸﾗﾌﾞ 田元 裕太B ｽﾏｲﾗｯｸ 早瀬 拓也B KGRｸﾗﾌﾞ 13:18

8 8:26 伊東 高志B ｺﾅﾐ下総中山 山城 淳B ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ赤坂 山本比嘉利B 竹の塚ｲﾝﾄﾞｱ 渡邉 丈雄B KGRｸﾗﾌﾞ 13:26

9 8:34 西川恵太郎B 那須野ヶ原 星野 忠靖B KGRｸﾗﾌﾞ 内山 浩二B KGRｸﾗﾌﾞ 一田裕一郎B KGRｸﾗﾌﾞ 13:34

10 8:42 佐藤 和志B ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｽ 小栁 宏明B 東京G専門学校 羽田野友宏B ｶﾅｰﾚ流山 稲本 浩B 竹の塚 13:42

11 8:50 佐藤 淑裕B KGRｸﾗﾌﾞ 池端 慶二B 町田ﾓﾀﾞﾝ 小野 博之B KGRｸﾗﾌﾞ 13:50

12 8:58 13:58

ｽﾀｰﾄ ﾎｰﾙｱｳﾄ

1 7:30 加藤 百恵F KGRｸﾗﾌﾞ 小石 好美F 加藤農園 石澤あかねF ｱｰﾘｰﾊﾞｰﾄﾞ 山本 気恵F ﾐｽﾞﾉ 12:30

2 7:38 法邑 容子F KGRｸﾗﾌﾞ 鈴木 美保F KGRｸﾗﾌﾞ 有本 広美F KGRｸﾗﾌﾞ 佐藤 佳子F ﾛﾝﾄﾞ 12:38

3 7:46 吉田 文恵F KGRｸﾗﾌﾞ 根本季代子FS ｶﾅｰﾚ流山 井樽淳子FS 四谷ｺﾞﾙﾌ 馬場孝幸BS KGRｸﾗﾌﾞ 12:46

4 7:54 五十嵐貴BS 成城ｺﾞﾙﾌ 石井 高BS ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ赤坂 平山壽一BS ﾏｲｺﾞﾙﾌ 岸 良一BS KGRｸﾗﾌﾞ 12:54

5 8:02 畑中 勇B KGRｸﾗﾌﾞ 岩松 裕司B 代々木 上野 雄太B ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ 13:02

6 8:10 佐々木博司B 磯ヶ谷ｺﾞﾙﾌ 田向 崇泰B KGRｸﾗﾌﾞ 田中 翔B 東京多摩川 池田 俊吾B KGRｸﾗﾌﾞ 13:10

7 8:18 手嶋 宏樹B KGRｸﾗﾌﾞ 金丸 誠人B KGRｸﾗﾌﾞ 須藤 義男B KGRｸﾗﾌﾞ 荒巻 祝三B 所沢ｷﾘﾝ 13:18

8 8:26 水野 光B ｱｳﾙｺﾞﾙﾌ 平石 雅明B 代々木 佐藤 潤平B KGRｸﾗﾌﾞ 石川 智宏B KGRｸﾗﾌﾞ 13:26

9 8:34 佐藤 晃央B KGRｸﾗﾌﾞ 宮川 良明B KGRｸﾗﾌﾞ 松本 一誠B KGRｸﾗﾌﾞ 江崎 大悟B ｼﾞｰｳｲﾝｸﾞ 13:34

10 8:42 山内 英雄B ｻﾞ･高島平 木村 智基B KGRｸﾗﾌﾞ 門田 博文B KGRｸﾗﾌﾞ 中嶋 毅B 町田ﾓﾀﾞﾝ 13:42

11 8:50 橋本 敏宏B KGRｸﾗﾌﾞ 門間 秀明B ｳｪｯｼﾞｸﾗﾌﾞ 土田 和紀B KGRｸﾗﾌﾞ 佐藤 義次B 日高ｺﾞﾙﾌ 13:50

12 8:58 13:58
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