
関東ゴルフ練習場連盟

2017年9月12日現在　127名

2017年9月21日（木）開催

ｽﾀｰﾄ ﾎｰﾙｱｳﾄ

1 7:30 酒井南雄人A KGRｸﾗﾌﾞ 伊藤 将平A KGRｸﾗﾌﾞ 石森 憲岳A KGRｸﾗﾌﾞ 恩田 訓A 京浜ｺﾞﾙﾌ 12:30

2 7:38 北岡 翔太A DREAMERS 佐藤 寛仁A KGRｸﾗﾌﾞ 平川 將臣A 竹の塚 水村 龍太 KGRｸﾗﾌﾞ 12:38

3 7:46 西川恵太郎 那須野ヶ原 星野 忠靖 KGRｸﾗﾌﾞ 大山 徳義 KGRｸﾗﾌﾞ 細谷 厚仁 KGRｸﾗﾌﾞ 12:46

4 7:54 小野 博之 KGRｸﾗﾌﾞ 高田 真悟 KGRｸﾗﾌﾞ 一田裕一郎 KGRｸﾗﾌﾞ 渡部 貴之 KGRｸﾗﾌﾞ 12:54

5 8:02 髙倉 宏樹 清瀬ｺﾞﾙﾌ 山本比嘉利 竹の塚ｲﾝﾄﾞｱ 伊藤祐一郎 代々木 鈴木 禎之 KGRｸﾗﾌﾞ 13:02

6 8:10 細谷 俊輔 KGRｸﾗﾌﾞ 村上 将平 KGRｸﾗﾌﾞ 佐藤 淑裕 KGRｸﾗﾌﾞ 松丸 勇一 KGRｸﾗﾌﾞ 13:10

7 8:18 藤田甲一郎 駅ごる 山城 淳 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ赤坂 金丸 誠人 KGRｸﾗﾌﾞ 藤沼 良介 KGRｸﾗﾌﾞ 13:18

8 8:26 屋宜 功 KGRｸﾗﾌﾞ 荒巻 祝三 所沢ｷﾘﾝ 池田 俊吾 KGRｸﾗﾌﾞ 手嶋 宏樹 KGRｸﾗﾌﾞ 13:26

9 8:34 岩松 裕司 代々木 須藤 義男 KGRｸﾗﾌﾞ 荒木 良大 ｼﾞｰｳｲﾝｸﾞ 加藤 弘晃 KGRｸﾗﾌﾞ 13:34

10 8:42 大久保 篤 KGRｸﾗﾌﾞ 木村 智基 KGRｸﾗﾌﾞ 小池 史彦 KGRｸﾗﾌﾞ 小宮澤研人 KGRｸﾗﾌﾞ 13:42

11 8:50 田元 裕太 ｽﾏｲﾗｯｸ 土屋 晴紀 高萩ｺﾞﾙﾌ 時田 達也 KGRｸﾗﾌﾞ 山本 亨RT 再ﾃｽﾄ 13:50

12 8:58 松本 俊介 KGRｸﾗﾌﾞ 宮川 良明 KGRｸﾗﾌﾞ 山内 英雄 ｻﾞ･高島平 目黒義規RT再ﾃｽﾄ 13:58

13 9:06 京野 祐賀 KGRｸﾗﾌﾞ 菊地 正之 湘南衣笠 増田 輝久 X-GOLF 朝比奈隆之RT 再ﾃｽﾄ 14:06

14 9:14 速水 美成I KGRｸﾗﾌﾞ 中林 孝I KGRｸﾗﾌﾞ 金子 誠一I KGRｸﾗﾌﾞ 千 光寿T ﾃｽﾄ 14:14

15 9:22 黒澤 剛I ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ赤坂 梶原 祐司I KGRｸﾗﾌﾞ 和田 敬之I KGRｸﾗﾌﾞ 笠原 隆之T ﾃｽﾄ 14:22

16 9:30 福永 浩紀I KGRｸﾗﾌﾞ 田口 大樹I KGRｸﾗﾌﾞ 清水康三郎I ﾊｲﾗﾝﾄﾞｾﾝﾀｰ 伊藤 翔太I KGRｸﾗﾌﾞ 14:30

17 9:38 林 秀樹I KGRｸﾗﾌﾞ 森 嵩典I KGRｸﾗﾌﾞ 石川 由也I KGRｸﾗﾌﾞ 後藤 哲志I 厚木ｺﾞﾙﾌ 14:38

ｽﾀｰﾄ ﾎｰﾙｱｳﾄ

1 7:30 加藤 百恵F KGRｸﾗﾌﾞ 鈴木 美保F KGRｸﾗﾌﾞ 山本 気恵F ﾐｽﾞﾉ 田中 星娘FI KGRｸﾗﾌﾞ 12:30

2 7:38 小石 好美F 加藤農園 石澤あかねF ｱｰﾘｰﾊﾞｰﾄﾞ 小倉里菜RT再ﾃｽﾄ 12:38

3 7:46 有本 広美F KGRｸﾗﾌﾞ 北井 由梨F ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ 堀江 綾RT 再ﾃｽﾄ 12:46

4 7:54 稲垣 貴子F 鴻巣ｼﾞｬﾝﾎﾞ 中島 梨那F ｵﾝﾜｰｸｽ 吉田 安里T ﾃｽﾄ 12:54

5 8:02 根本季代子FS ｶﾅｰﾚ流山 井樽淳子FS 四谷ｺﾞﾙﾌ 飯田直美FS 七海企画 屋宜照枝RT再ﾃｽﾄ 13:02

6 8:10 五十嵐貴BS 成城ｺﾞﾙﾌ 石井高BS ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ赤坂 馬場孝幸BS KGRｸﾗﾌﾞ 平山壽一BS ﾏｲｺﾞﾙﾌ 13:10

7 8:18 湯浅武晴BS KGRｸﾗﾌﾞ 橋本 徹IS 四谷ｺﾞﾙﾌ 柿沼 武生IS ｺﾞﾙﾌﾊﾟﾙ大宮 13:18

8 8:26 野口 功IS KGRｸﾗﾌﾞ 伊藤 秀夫IS ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ赤坂 折山 正宏ISKGRｸﾗﾌﾞ 13:26

9 8:34 四ツ塚 恒 KGRｸﾗﾌﾞ 青木 信次 KGRｸﾗﾌﾞ 池田 大輔 KGRｸﾗﾌﾞ 石川 智宏 KGRｸﾗﾌﾞ 13:34

10 8:42 齋藤 史朗 PRGR落合 佐藤 義次 日高ｺﾞﾙﾌ 筋野 泰成 二木ｺﾞﾙﾌ 田中 翔 東京多摩川 13:42

11 8:50 橋本 敏宏 KGRｸﾗﾌﾞ 平石 雅明 代々木 松林 健児 KGRｸﾗﾌﾞ 川村義仁RT再ﾃｽﾄ 13:50

12 8:58 横川 典正 KGRｸﾗﾌﾞ 片山 純一 KGRｸﾗﾌﾞ 佐藤 和志 ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｽ 久留泰之RT再ﾃｽﾄ 13:58

13 9:06 横田 弘樹 ﾋﾙﾄｯﾌﾟ横浜 進藤 圭I KGRｸﾗﾌﾞ 二見 悠嗣I ｱｳﾙｺﾞﾙﾌ 森久保源太RT 再ﾃｽﾄ 14:06

14 9:14 升方 孝I KGRｸﾗﾌﾞ 小出 浩樹I ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ赤坂 中村 暁海I KGRｸﾗﾌﾞ 渡邉 裕太T ﾃｽﾄ 14:14

15 9:22 橋本 啓祐I KGRｸﾗﾌﾞ 下重 秀夫I KGRｸﾗﾌﾞ 猪狩 芳樹I RIZAP GOLF 金子 克彦T ﾃｽﾄ 14:22

16 9:30 伊藤 英雄I ｽﾏｲﾗｯｸ 神田 浩和I FLAGS 中村 雅一I ｽﾏｲﾗｯｸ 新原 大輔I KGRｸﾗﾌﾞ 14:30
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