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1 7:24 吉本　宇志 ヨシモト　ヒロシ アマチュア　 1 7:24 渡辺　貴史 ワタナベ　タカフミ アマチュア　

梨本　博之 ナシモト　ヒロユキ アマチュア 小代　修平 オジロ　シュウヘイ アマチュア

石部　直伸 イシベ　ナオノブ アマチュア　 伊尻　伸二 イジリ　シンジ アマチュア　

佐藤　正浩 サトウ　マサヒロ アマチュア 石原　政孝 イシハラ　マサタカ アマチュア

2 7:32 中里　邦洋 ナカサト　クニヒロ アマチュア　 2 7:32 佐久間　誠一 サクマ セイイチ アマチュア　

小杉　隆一 コスギ　リュウイチ アマチュア 松川　忍 マツカワ　シノブ アマチュア

兼子　謙一 カネコ　ケンイチ アマチュア　 臼井 冬樹 ウスイ フユキ アマチュア　

川邊　源安 カワベ　ヒロヤス アマチュア 中嶌　克佳 ナカシマ　カツヨシ アマチュア

3 7:40 今西　慶 イマニシ　ケイ アマチュア　 3 7:40 清川　征志 キヨカワ　マサシ アマチュア　

今西さくら イマニシ　サクラ アマチュア 笹村　心 ササムラ　シン アマチュア

富田 茂 トミタ　シゲル アマチュア　 山田　義治 ヤマダ　ヨシハル アマチュア　

丹羽　香菜子 ニワ　カナコ アマチュア 須藤　紀尚 スドウ　ノリヒサ アマチュア

4 7:48 村井　忠行 ムライ タダユキ アマチュア　 4 7:48 西山　貴道 ニシヤマ　タカミチ アマチュア　

山下　ユナ ヤマシナ　ユナ アマチュア 高山　順二 タカヤマ　ジュンジ アマチュア

金村　暢洙 カネムラ　ノブアキ アマチュア　 田中　浩章 タナカ　ヒロアキ アマチュア　

大江　晃司 オオエ　コウジ アマチュア 桑原　泰 クワハラ　ユタカ アマチュア

5 7:56 松本　健太郎 マツモト　ケンタロウ 帯同 シングル選手権　関東予選会 代表 アマチュア 5 7:56 梶田　脩真 カジタ シュウマ 帯同 シングル選手権　関西予選会 代表 アマチュア

荒井　凜 アライ　リン 帯同 ジュニア選手権　関東予選会　代表 明治大学付属中野高等学校 大森　星夜 オオモリ　セイヤ 帯同 ジュニア選手権　関東予選会　代表 立正大学付属立正高等学校

久我　拓也 クガ タクヤ プロ　関東予選会　代表 フリー 相澤　敏弘 アイザワ トシヒロ プロ　東北予選会　代表 サインズ

加藤　祐輔 カトウ ユウスケ プロ　関東予選会　代表 ㈱パワーゴルフレンジ 大塚　泰三 オオツカ タイゾウ プロ　北海道予選会　代表 とんかつとん㐂

6 8:04 野田　好史 ノダ　ヨシフミ 帯同 シングル選手権　北海道予選会　代表 アマチュア 6 8:04 中居　貴司 ナカイ タカシ シングル選手権　関西予選会 代表 アマチュア

竹澤　瞬 タケザワ　シュン 帯同 シングル選手権　関東予選会 代表 アマチュア ゴヴォロヴスキー 大河 ゴヴォロヴスキー タイガ ジュニア選手権　北海道予選会　代表 恵庭市立恵庭中学校

堺　永遠 サカイ　トワ ジュニア選手権　九州予選会　代表 ルネサンス大阪高等学校 山路　幹 ヤマジ　ミキ プロ　東北予選会　代表 フリー

阪本　烈 サカモト レツ プロ　関西予選会　代表 愛岐カントリークラブ 秋元　幸広 アキモト ユキヒロ プロ　関東予選会　代表 ＮＥＳＴ

7 8:12 伴場　信吾 バンバ シンゴ シングル選手権　関東予選会　代表 アマチュア 7 8:12 藤村　紀考 フジムラ　ノリタカ シングル選手権　東北予選会　代表 アマチュア

森　重信 モリ　シゲノブ シングル選手権　東北予選会　代表 アマチュア 林　寛太 ハヤシ　カンタ ジュニア選手権　九州予選会　代表 常磐高等学校

水町　洵 ミズマチ ジュン プロ　北海道予選会　代表 小樽カントリー倶楽部 森　博貴 モリ ヒロキ プロ　関東予選会　代表 ＨＩＰ ＳＴＹＬＥ

力丸　勇気 リキマル ユウキ プロ　九州予選会　代表 ゴルフクラブクリニックウィナー 熊田　浩樹 クマダ ヒロキ プロ　関西予選会　代表 ＰＯＬＩＳＴＹＬＥ

8 8:20 大和久　仁一郎 オオワク　ジンイチロウ シングル選手権　関東予選会　代表 アマチュア 8 8:20 横井　将人 ヨコイ　マサト シングル選手権　関西予選会　代表 アマチュア

松島　生龍 マツシマ キリュウ ジュニア選手権　九州予選会　代表 福岡第一高等学校 平山　幸作 ヒラヤマ コウサク ジュニア選手権　関東予選会　代表

杉山　知靖 スギヤマ トモヤス プロ　関東予選会　代表 レイクウッドコーポレーション 川﨑　政志 カワサキ マサシ プロ　関東予選会　代表 フリー

池田　優佑 イケダ　ユウ プロ　関西予選会　代表 ㈱グランプリ 太田　祐一 オオタ　ユウイチ プロ　主催者推薦選手 フリー

9 8:28 林　健太 ハヤシ　ケンタ 帯同 シングル選手権　関西予選会　代表 アマチュア 9 8:28 川岸　滉平 カワギシ　コウヘイ シングル選手権　関東予選会　代表 アマチュア

佐藤　浩義 サトウ　ヒロノリ 帯同 シングル選手権　関西予選会　代表 アマチュア 田﨑　春樹 タサキ　ハルキ ジュニア選手権　九州予選会　代表 沖学園高等学校

森　雄貴 モリ ユウキ プロ　関西予選会　代表 グレイスヒルズカントリー倶楽部 日高　裕貴 ヒダカ ヒロキ プロ　関西予選会　代表 太子カントリー倶楽部

百目鬼　光紀 ドウメキ コウキ プロ　関東予選会　代表 フリー 前川　太治 マエカワ タイジ プロ　関東予選会　代表 フリー

10 8:36 尾原　啓之 オハラ　ヨシユキ 帯同 シングル選手権　関西予選会　代表 アマチュア 10 8:36 東　幸司 アズマ コウジ シングル選手権　関東予選会 代表 アマチュア

原田　大空 ハラダ ソラ 帯同 ジュニア選手権　関西予選会　代表 岡山県作陽高等学校 和田　章太郎 ワダ ショウタロウ プロ　九州予選会　代表 ディライトワークス

浅田　史樹 アサダ フミキ プロ　関東予選会　代表 ㈱ウッズ 梅山　知宏 ウメヤマ　トモヒロ プロ　主催者招待選手 アイシグリーンシステム

木下　稜介 キノシタ　リョウスケ プロ　主催者招待選手 ハートランド

11 8:44 平野　匡史 ヒラノ　マサシ シングル選手権　関西予選会 代表 アマチュア 11 8:44 岡市　瑞樹 オカイチ　ミズキ シングル選手権　関西予選会　メダリスト アマチュア

鈴木　翔 スズキ　ショウ シングル選手権　関東予選会 代表 アマチュア 丸山　泰輝 マルヤマ タイキ 帯同 ジュニア選手権　関東予選会　代表 ルネサンス高等学校

高橋　賢 タカハシ マサル プロ　関西予選会　メダリスト グランフィールズＣ．Ｃ 成松　亮 ナリマツ　リョウ プロ　主催者推薦選手 フリー

香妻　陣一朗 コウヅマ　ジンイチロウ プロ　主催者招待選手 フリー

12 8:52 鎮守　愛佳 チンジュ アイカ 帯同 シングル選手権　関東予選会　代表 アマチュア 12 8:52 武田　正輝 タケダ　マサキ 帯同 シングル選手権　関東予選会　代表 アマチュア

川畑　優菜 カワバタ ユウナ 帯同 ジュニア選手権　関東予選会　メダリスト 麗澤中学校 佐々木　賢 ササキ ケン 帯同 シングル選手権　関東予選会　代表 アマチュア

小滝　水音 コタキ　ミオ プロ　主催者招待選手 静ヒルズＣ．Ｃ 吉桑　佑太 ヨシクワ ユウタ プロ　関西予選会　代表 各務原Ｃ．Ｃ

野仲　茂 ノナカ　シゲル プロ　主催者招待選手 横浜Ｃ．Ｃ

13 9:00 広田　将長 ヒロタ　マサナガ シングル選手権　北海道予選会　メダリスト アマチュア 13 9:00 大岩　慶尚 オオイワ ヨシナオ ジュニア選手権　関東予選会　代表 千葉市立誉田中学校

佐藤　佑斗 サトウ　ユウト ジュニア選手権　東北予選会　代表 滝沢南中学校 永松　宏之 ナガマツ ヒロユキ プロ　関東予選会　代表 フリー

今野　康晴 イマノ　ヤスハル プロ　関東予選会　代表 京葉Ｃ．Ｃ 尾崎　翔太 オザキ　ショウタ プロ　主催者推薦選手 フリー

幡地　隆寛 ハタヂ　タカヒロ プロ　主催者招待選手 ディライトワークス

14 9:08 木村　勇吾 キムラ　ユウゴ シングル選手権　関西予選会　メダリスト アマチュア 14 9:08 遠座　悠里 オンザ ユウリ シングル選手権　九州予選会　代表 アマチュア

遠藤　孝 エンドウ　タカシ シングル選手権　東北予選会　メダリスト アマチュア 中島　凜 ナカシマ　リン ジュニア選手権　関西予選会　代表 星城中学校

狩俣　昇平 カリマタショウヘイ プロ　九州予選会　メダリスト フリー 佐沢　愛々 サザワ　ララ ジュニア選手権　関西予選会　代表 寝屋川市立第六中学校

塩見　好輝 シオミ　コウキ プロ　主催者招待選手　2019大会シード 国際スポーツ振興協会 田村　亜矢 タムラ　アヤ プロ　主催者招待選手 大東建託

15 9:16 岸　紗也香 キシ　サヤカ シングル選手権　関西予選会　代表 アマチュア 15 9:16 吉永　竜 ヨシナガ　リュウ シングル選手権　関東予選会 代表 アマチュア

大塚　真由 オオツカ　マユ シングル選手権　関東予選会　代表 アマチュア 上村　大和 カミムラ　ヤマト ジュニア選手権　関西予選会　代表 宝塚市立御殿山中学校

辛島　寧那 カラシマ　ネナ シングル選手権　九州予選会　メダリスト アマチュア 竹村　知也 タケムラ トモヤ プロ　関西予選会　メダリスト ゴルフステージフリオ

松田　鈴英 マツダ　レイ プロ　主催者招待選手 ニトリ 秋吉　翔太 アキヨシ　ショウタ プロ　主催者招待選手 ホームテック

16 9:24 多田　文馨 タダ　アヤカ ジュニア選手権　九州予選会　代表 日本ウェルネス高等学校 16 9:24 曽雌　ひまり ソシ　ヒマリ シングル選手権　関東予選会　代表 アマチュア

吉田　千夏 ヨシダ チナツ ジュニア選手権　東北予選会　メダリスト 東日本国際大学付属昌平中学校 松島　華暖 マツシマ カノン シングル選手権　九州予選会　代表 アマチュア

山内　優希 ヤマウチ　ユウキ プロ　九州予選会　代表 芥屋ゴルフ倶楽部 萩生田　みらん ハギウダ ミラン ジュニア選手権　関東予選会　代表 川崎市立柿生中学校

永峰　咲希 ナガミネ　サキ プロ　主催者招待選手 ニトリ 宮田　成華 ミヤタ　ナルハ プロ　主催者招待選手 スリーボンド

17 9:32 伊澤　健人 イザワ　ケント 帯同 ジュニア選手権　関東予選会　メダリスト 安田学園高等学校 17 9:32 遠矢　祐希 トオヤ　ユウキ 帯同 シングル選手権　関東予選会　メダリスト アマチュア

清本　美波 キヨモト　ミナミ 帯同 ジュニア選手権　2019大会シード 一宮市立南部中学校 蔡　政儒 サイ　セイジュ 帯同 シングル選手権　関東予選会 メダリスト アマチュア

大関　翔 オオゼキ カケル プロ　関東予選会　メダリスト フリー 太田　直己 オオタ ナオミ プロ　関東予選会　メダリスト フリー

三ヶ島　かな ミカシマ　カナ プロ　主催者招待選手 ランテック 中里　光之介 ナカザト　コウノスケ プロ　主催者招待選手 東京ベイ舞浜ホテル

ダブルス選手権 東北予選会 代表

ダブルス選手権 関東予選会 代表

ダブルス選手権 北海道予選会 代表

ダブルス選手権 関東予選会 メダリスト

ダブルス選手権 北海道予選会 メダリスト

藤倉コンポジット株式会社 主催

スピーダーチャレンジ ２０１９ 決勝
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December 17, 2019 Tuesday
Caｌedonian Golｆ Club

■　諸般の事情や欠席者のあった場合に組合せ及びスタート時刻が変更することがございます。
■　出場を取り止める場合は、必ず大会事務局（℡ 03-6459-2214）までお願いします。【受付時間：平日10:00～18:00】　問い合わせメール：　info@speederchallenge.jp
     競技当日の場合は、カレドニアン・ゴルフクラブ（0479-82-6161）へご連絡ください。

ダブルス選手権 関東予選会 代表

ダブルス選手権 東北予選会 代表

ダブルス選手権　九州予選会　メダリスト

ダブルス選手権　関西予選会　代表

ダブルス選手権　関西予選会　代表

ダブルス選手権　関西予選会　代表

ダブルス選手権 関東予選会 メダリスト

ダブルス選手権 東北予選会 メダリスト

※カテゴリがピンク文字の方は女性選手となります

ダブルス選手権　九州予選会 代表

ダブルス選手権 関西予選会 メダリスト

競技委員長：吉川 泰正


