
（社）全日本ｺﾞﾙﾌ練習場連盟
2010年4月9日現在　141名

2010年4月21日（水）開催 那須野ケ原ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ

スタート ﾎｰﾙｱｳﾄ

1 7:30 ○ 安積 孝文 関東支部 加藤 展也 関東支部 上村 絢也 関東支部 12:30

2 7:37 ○ 上野 聖志 関東支部 樽谷 恭明 関東支部 島野 隆史 関東支部 12:37

3 7:44 ○ 内海 道生 関東支部 山内 健司 関東支部 小池 勝利 関東支部 渡辺 康弘 中部地区 12:44

4 7:51 ○ 手嶋 宏樹 関東支部 篠塚 芳明 関東支部 小林 秀平 関東支部 中尾 秀幸　 中部地区 12:51

5 7:58 ○ 羽田野 友宏関東支部 宮本 大輔 関東支部 田辺 直喜 関東支部 高木 幸雄 中部地区 12:58

6 8:05 ○ 青木 信次 関東支部 遠山 雄大 関東支部 大濱 考洋 関東支部 林 紘史 中部地区 13:05

7 8:12 ○ 高場 隆義 関東支部 成田 純一 関東支部 金子 泰久 関東支部 山本 義行 関東支部 13:12

8 8:19 ○ 関根 竹司 関東支部 前橋 秀志 関東支部 岡村 直人 関東支部 河崎 寛之 関東支部 13:19

9 8:26 ○ 長嶋 秀一 関東支部 熊木 輝彦 関東支部 釣谷 伸二 関東支部 笠原 武二 関東支部 13:26

10 8:33 ○ 広田 幸生 関東支部 箕輪 和久 関東支部 岩永 雅洋 関東支部 中村 勝 関東支部 13:33

11 8:40 ○ 深山 克巳 関東支部 薮野 睦明 関東支部 三富 大輔 関東支部 渡邊 英治 関東支部 13:40

12 8:47 ○ 高田 真悟 関東支部 黒澤 翼 関東支部 和田 秀康 関東支部 藤原 順 関東支部 13:47

13 8:54 ○ 白石 昌巳 関東支部 松丸 勇一 関東支部 川辺 貴博 関東支部 中島 徹也 関東支部 13:54

14 9:01 ○ 中川 慶一 関東支部 森崎 崇 関東支部 石井 邦人 関東支部 藤井 隆一 関東支部 14:01

15 9:08 ○ 佐藤 寛仁 関東支部 平山 勲 関東支部 恩田 訓 関東支部 土田 誠 関東支部 14:08

16 9:15 ○ 須賀 雅敏 関東支部 小野 恒太 関東支部 羽生 淳一 関東支部 小暮 匡央 関東支部 14:15

17 9:22 ○ 滑川 俊 関東支部 麻谷 政彰 関東支部 吉楽 篤志 関東支部 井山 卓也 関東支部 14:22

18 9:29 ○ 菊地 生 関東支部 牧野 伸二 関東支部 岡地 直紀 関東支部 滝澤 文彦 関東支部 14:29

○はエチケットリーダー

スタート ﾎｰﾙｱｳﾄ

1 7:30 ○ 坂本 茂 関東支部 熊木 貴光 関東支部 藤田 甲一郎関東支部 12:30

2 7:37 ○ 七森 孝之 関東支部 宮川 裕圭 関東支部 平川 將臣 関東支部 菊地 章仁 東北支部 12:37

3 7:44 ○ 坂上 陸郎 関東支部 中込 憲 関東支部 菊川 琢磨 関東支部 申 雄 東北支部 12:44

4 7:51 ○ 小川 賢一 関東支部 影山 一成 関東支部 溝呂木 優 関東支部 門馬 洋介 東北支部 12:51

5 7:58 ○ 赤津 聡之 関東支部 富永 興之介関東支部 岩本 翼 関東支部 池田 光浩 関東支部 12:58

6 8:05 ○ 木村 智基 関東支部 東條 秀和 関東支部 黒木 大輔 関東支部 林 稔 関東支部 13:05

7 8:12 ○ 板東 繁一 関東支部 加納 豊和 関東支部 河野 豊 関東支部 小出 清文 関東支部 13:12

8 8:19 ○ 橋本 敏宏 関東支部 藤川 公教 関東支部 石森 憲岳 関東支部 岡部 貴光 関東支部 13:19

9 8:26 ○ 山崎 徳之 関東支部 後藤 剛 関東支部 佐々木 博司関東支部 上田 啓晶 関東支部 13:26

10 8:33 ○ 関根 泰輔 関東支部 碇 和幸 関東支部 田渕 與朗 関東支部 今井 豊 関東支部 13:33

11 8:40 ○ 寺澤 太一 関東支部 波木 俊夫 関東支部 小林 正宗 関東支部 櫻井 則之 関東支部 13:40

12 8:47 ○ 永野 雅章 関東支部 新名 功一 関東支部 小倉 健二 関東支部 吉田 康 関東支部 13:47

13 8:54 ○ 大庭 英樹 関東支部 千明 禎 関東支部 田村 良二 関東支部 高柳 正重 関東支部 13:54

14 9:01 ○ 三瓶 謙治 関東支部 越川 泰伸 関東支部 諸岡 芳樹 関東支部 佃 公仁 関東支部 14:01

15 9:08 ○ 高山 正治 関東支部 大塚 昌宏 関東支部 米田 竜次 関東支部 新井 康仁 関東支部 14:08

16 9:15 ○ 山野辺 裕二関東支部 加藤 弘晃 関東支部 浦本 清彦 関東支部 石井 直樹 関東支部 14:15

17 9:22 ○ 浅香 剛志 関東支部 郡山 信治 関東支部 小池 貞治 関東支部 大久保 篤 関東支部 14:22

18 9:29 ○ 柳橋 正人 関東支部 宮崎 高弘 関東支部 太田 仁 関東支部 滑川 豊 関東支部 14:29

○はエチケットリーダー

第49回全日本ゴルフ練習場連盟研修会会員選抜大会組合せ表

浮間　～　那須

那須　～　浮間


