
平成29年度 (一社）関東ゴルフ連盟9月月例競技
組み合わせ及びスタート時間表 於:武蔵カントリークラブ　豊岡コース

参加者数　83名(男子 55名　女子 28名)

1番よりスタート 10番よりスタート
組 時間 氏　　名 所属 組 時間 氏　　名 所属 組 時間 氏　　名 所属 組 時間 氏　　名 所属

○ 大村 恵子 東京国際 ○ 三浦 大河 神奈川 ○ 松尾 律子 ギャツビイ ○ 中部 隆 袖ヶ浦

露木 直子 東名厚木 浮ヶ谷 博之 千葉 原島 智恵子 鳩山 柳本 常雄 オリムピック

本宮 あゆみ ニッソー 渡辺 幹根 スプリングフィルズ 田中 博子 ツインレイクス 沼田 茂昭 富里

西郷 真央 那須小川 水上 晃男 袖ヶ浦 渡邊 恵子 高坂 飯塚 裕一 藤岡

○ 稲垣 那奈子 東京五日市 ○ 田中 俊行 鳩山 ○ 和田 朋子 ノーザン錦ヶ原 ○ 高山 恵輔 石坂

落合 美詠子 ニッソー 岩橋 和輝 ギャツビイ 坂上 暢子 嵐山 屋代 亮 大厚木

島袋 恵美 千葉国際 服部 滋多 白帆 小川 志緒 川越 河野 真一 千葉桜の里

庄司 春美 都留 斉野 恵康 GMG八王子 梨本 れいこ 大相模 川崎 邦朗 龍ヶ崎

○ 中山 慶子 紫雲 ○ 豊島 豊 東千葉 ○ 入江 美幸 小山 ○ 東 紘平 神奈川

折茂 由美子 鹿沼 森 光弘 葉山国際 橋本 智代 ノーザン錦ヶ原 前田 男 岡部チサン

海野 綾子 猿島 清水 優太 東京五日市 星野 杏奈 大宮国際 小林 隆寿 東千葉

今井 信子 箱根 鈴木 優也 津久井湖 呉 鍾淑 太田双葉 岡田 光史 嵐山

○ 塩田 美樹子 葉山国際 ○ 荒川 慶量 サザンクロス ○ 太田 智喜 富士笠間

細田 有里 武蔵野 高橋 洋平 オリムピック 有馬 昌宏 千葉国際

尾崎 博子 太平洋・佐野ヒルクレスト 上迫 友貴 太平洋・御殿場 照沼 純平 大平台

大内田 一美 岡部チサン 鈴木 貴士 大日向 金 浩延 宇都宮

○ 久田 謙 武蔵 ○ 才津 博昭 ニッソー

青木 竜真 那須小川 柳澤 信吾 袖ヶ浦

庄司 由 東千葉 白石 哲也 相模原

中野 正義 富士笠間

○ 佐野 知大 武蔵 ○ 窪田 一樹 スプリングフィルズ

榎本 剛之 袖ヶ浦 良川 卓也 塩原

山田 俊明 鹿沼 河島 慎吾 霞ヶ関

中里 匡良 大相模 神 佳郎 猿島

○ 大野 達朗 武蔵 ○ 田中 良博 寄居

澤田 信弘 茨城 松田 永基 清川

川井 光洋 寄居 小原 淳 愛鷹

竹原 洋行 横浜 釜谷 正宏 富士小山

※○印の選手はプレー進行の責任者とする。※競技終了後のミーティングには、規則書を持参すること。

9月12日(火)
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