
平成29年度 (一社)関東ゴルフ連盟11月月例競技
組み合わせ及びスタート時間表 於:鷹之台カンツリー倶楽部

参加者数 97名(男子72名 女子25名)
1番よりスタート 10番よりスタート
組 時間 氏　　名 所属 ﾎﾟｲﾝﾄ 組 時間 氏　　名 所属 ﾎﾟｲﾝﾄ 組 時間 氏　　名 所属 ﾎﾟｲﾝﾄ 組 時間 氏　　名 所属 ﾎﾟｲﾝﾄ

○ 伴 美奈 カレドニアン 6 ○ 森 光弘 葉山国際 55 ○ 梨本 れいこ 大相模 3 ○ 福井 浩之 富士小山 0

今井 信子 箱根 7 三浦 大河 神奈川 55 大内田 一美 岡部チサン 3 岡田 陽太 嵐山 0

久保田 文子 鳳凰 9 佐野 知大 武蔵 53 和田 朋子 ノーザン錦ヶ原 2 有賀 正起 伊香保国際 0

窪田 一樹 スプリングフィルズ 53 田代 猛 東名厚木 0

○ 尾崎 博子 太平洋・佐野ヒルクレスト 16 ○ 金田 浩延 宇都宮 52 ○ 露木 直子 東名厚木 1 ○ 菊地 一郎 塩原 0

小川 志緒 川越 21 清水 優太 東京五日市 51 渡邊 初節 富士レイクサイド 0 福島 太一朗 成田ハイツリー 0

島袋 恵美 千葉国際 21 伊藤 優太 東京五日市 48 米田 康代 レーサム 0 才津 博昭 ニッソー 0

岩橋 和輝 ギャツビイ 47 入江 美幸 小山 0 榎本 剛之 袖ヶ浦 0

○ 稲垣 那奈子 東京五日市 25 ○ 鈴木 祥一郎 鹿沼72 47 ○ 才津 智美 ニッソー 0 ○ 小林 隆寿 東千葉 0

金井 佳代 青梅 35 柳澤 信吾 袖ヶ浦 45 落合 麻紀 津久井湖 0 鈴木 淳一 横浜 0

森 はな オリムピック 41 久田 謙 武蔵 42 加藤 仁美 日高 0 高山 知晃 あさひヶ丘 0

庄司 春美 都留 50 石毛 誠 南摩城 42 森 紗也佳 霞ヶ関 0 西片 太一 埼玉国際 0

○ 平田 悦子 カレドニアン 53 ○ 飯塚 裕一 藤岡 42 ○ 斉藤 史晶 ノーブルウッド 29 ○ 鈴木 秀幸 鹿沼 0

星野 杏奈 大宮国際 66 高山 恵輔 石坂 40 石坂 友宏 TEAM KGA ジュニア 25 青木 竜真 那須小川 0

塩田 美樹子 葉山国際 73 澤田 信弘 茨城 40 岡田 光史 嵐山 25 朝日向 翼 ニッソー 0

細田 有里 武蔵野 86 吉田 歩生 カレドニアン 38 相馬 義孝 塩原 20 永野 雄亮 かずさ 0

○ 小原 淳 愛鷹 121 ○ 太田 智喜 富士笠間 36 ○ 吉田 隼人 太平洋・佐野ヒルクレスト 19

鈴木 優也 津久井湖 107 岩崎 亜久竜 東名 33 河内 喜文 水戸 18

水上 晃男 袖ヶ浦 105 木村 利治 水戸グリーン 31 野呂 涼 長太郎 18

竹原 洋行 横浜 101 光山 富夫 横浜 30 良川 卓也 塩原 18

○ 松田 永基 清川 94 ○ 小川 文平 サンヒルズ 13

田中 良博 寄居 86 堤 健太朗 川越グリーン 13

鈴木 貴士 大日向 85 藤本 和大 千葉夷隅 11

竹石 要佑 筑波 85 浮ヶ谷 博之 千葉 11

○ 吹野 耕一 富士笠間 71 ○ 上迫 友貴 太平洋・御殿場 6

中部 隆 袖ヶ浦 67 須崎 友貴 東京五日市 4

服部 滋多 白帆 66 鷺 一成 太平洋・御殿場 4

庄司 由 東千葉 64 河野 真一 千葉桜の里 4

○ 夏堀 裕大 水戸レイクス 63 ○ 照沼 純平 大平台 0

川崎 邦朗 龍ヶ崎 63 桐生 慎太郎 柏崎 0

白石 哲也 相模原 58 沼田 茂昭 富里 0

水上 晃一 袖ヶ浦 57 平尾 喜彦 富士ロイヤル 0

※○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。
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