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1 7:25 若宮　翔梧 ワカミヤ　ショウゴ アマチュア　 1 7:25 山田　将之 ヤマダ　マサユキ アマチュア　

家村　真平 イエムラ　シンペイ アマチュア 吉野　幸成 ヨシノ　ユキナリ アマチュア

北口　紗季 キタグチ　サキ アマチュア　 甲斐　哲平 カイ　テッペイ アマチュア　

杉田　瑞樹 スギタ　ミズキ アマチュア 小代　修平 オジロ　シュウヘイ アマチュア

2 7:33 平田　雄樹 ヒラタ　ユウキ アマチュア　 2 7:33 石橋　三和 イシバシ ミワ アマチュア　

田坂　隆史 タサカ　タカフミ アマチュア 林　明 ハヤシ　アキラ アマチュア

坂部　有紀 サカベ　ユキ アマチュア　 井上　沙織 イノウエ　サオリ アマチュア　

島田　圭子 シマダ　ケイコ アマチュア 井上　博通 イノウエ　ヒロミチ アマチュア

3 7:41 萩野　成宣 ハギノ　シゲノブ アマチュア　 3 7:41 阿部　恭邦 アベ　ヤスクニ アマチュア　

上田 　崇宏 ウエダ　タカヒロ アマチュア 高槻　啓太 タカツキ　ケイタ アマチュア

福田　正夫 フクダ　マサオ アマチュア　 濱野　美紀夫 ハマノ　ミキオ アマチュア　

有江　伊織 アリエ　イオリ アマチュア 高山　秀樹 タカヤマ　ヒデキ アマチュア

4 7:49 鈴木　朝登 スズキ　アサト アマチュア　 4 7:49 田口　和清 タグチ　カズキヨ アマチュア　

細川　和広 ホソカワ　カズヒロ アマチュア 城内　康伸 ジョウナイ　ヤスノブ アマチュア

田中　雅登 タナカ　マサトウ アマチュア　 杉山　文雄 スギヤマ フミオ アマチュア　

森本　達哉 モリモト　タツヤ アマチュア 田中　裕基 タナカ　ヒロキ アマチュア

5 7:57 生川　幹洋 ナルカワ　ミキヒロ アマチュア　 5 7:57 泉田　健作 イズミダ　ケンサク アマチュア　

東　時広 ヒガシ　トキヒロ アマチュア 増子　雅之 マシコ　マサユキ アマチュア

市川　雄一郎 イチカワ　ユウイチロウ アマチュア　 相内　俊彦 アイナイ　トシヒコ アマチュア　

吉田　智 ヨシダ　サトシ アマチュア 澤田　和宏 サワダ　カズヒロ アマチュア

6 8:05 島野　璃央 シマノ　リオウ プロ　関西予選会代表メダリスト アマチュア　 6 8:05 島田　昇二郎 シマダ ショウジロウ シングル選手権　九州予選会代表 アマチュア　

成松　亮介 ナリマツ リョウスケ プロ　九州予選会代表 ザ・クイーンズヒルGC 新田　英治 ニッタ エイジ プロ　関東予選会代表 アマチュア

中谷　美陽 ナカタニ　ハルヒ シングル選手権　関東予選会代表 アマチュア 小林　芽以 コバヤシ　メイ シングル選手権　関東予選会代表 アマチュア

高木　りおん タカギ リオン 帯同 ジュニア選手権　関東予選会代表 清泉インターナショナル 中西　絵里奈 ナカニシ エリナ プロ　九州予選会代表 フリー

7 8:13 原田　英明 ハラダ ヒデアキ シングル選手権　中部予選会代表 アマチュア　 7 8:13 新木　衛 アラキ マモル シングル選手権　関東予選会代表 アマチュア　

富田　雅哉 トミダ マサヤ プロ　中部予選会代表 瑞陵ゴルフクラブ 吉永　竜 ヨシナガ　リュウ ジュニア選手権　関東予選会代表 東京都立南平高等学校

菊田　奨 キクタ　ツトム プロ　九州予選会代表 フリー 矢口　愛理 ヤグチ アイリ 帯同 シングル選手権　関東予選会代表 アマチュア

秋元　幸広 アキモト　ユキヒロ 主催者推薦選手 CLUB　NEST 田村　良海 タムラヨシミ プロ　関東予選会代表 フリー

8 8:21 渡邉　真 ワタナベ マコト シングル選手権　関東予選会代表 アマチュア　 8 8:21 宮脇　啓介 ミヤワキ　ケイスケ 帯同 シングル選手権　関東予選会代表 アマチュア　

梶田　脩真 カジタ シュウマ 帯同 シングル選手権　九州予選会代表 アマチュア 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

竹内　寿樹 タケウチヒサキ プロ　関東予選会代表 フリー 船津　良介 フナツ リョウスケ プロ　関西予選会代表 フリー

南　大樹 ミナミ ダイキ プロ　関西予選会代表 大阪ゴルフクラブ 熊田　浩樹 クマダ ヒロキ 帯同 プロ　関西予選会代表 GOLF STUDIO POLISTYLE

9 8:29 尾原　啓之 オハラ ヨシユキ 帯同 シングル選手権　関東予選会代表 アマチュア　 9 8:29 江崎　典載 エザキ　ノリトシ シングル選手権　関東予選会代表 アマチュア

大西　晃次 オオニシ コウジ プロ　関東予選会代表 松原ゴルフガーデン 香取　龍海 カトリ　タツミ シングル選手権　関東予選会代表 アマチュア

わたり　哲也 ワタリ テツヤ プロ　関東予選会代表 フリー 太田　祐一 オオタ ユウイチ プロ　関東予選会代表 フリー

横田　竜成 ヨコタ リュウセイ プロ　九州予選会代表 フリー 山本　太郎 ヤマモト タロウ プロ　関東予選会代表 RIZAP GOLF

10 8:37 桐生　慎太郎 キリュウ シンタロウ 帯同 シングル選手権　関東予選会メダリスト アマチュア　 10 8:37 鹿子木　孝 カナコギ　タカシ シングル選手権　九州予選会代表 アマチュア　

東出　大雅 ヒガシデ　タイガ ジュニア選手権　中部予選会代表 ルネサンス豊田高等学校 森山　錬 モリヤマ レン シングル選手権　関東予選会代表 アマチュア　

遠座　悠里 オンザ ユウリ ジュニア選手権　九州予選会代表 沖学園高等学校 世良　博 セラ　ヒロム ジュニア選手権　九州予選会代表 北九州市立永犬丸中学校

福田　真未 フクダ　マミ 帯同 主催者招待選手 えんホールディングス 塚田　陽亮 ツカダ　ヨウスケ 帯同 主催者招待選手 ホクト

11 8:45 駒澤　賢一郎 コマザワ ケンイチロウ シングル選手権　関西予選会代表 アマチュア　 11 8:45 湯山　賢祐 ユヤマ ケンスケ シングル選手権　関東予選会代表 アマチュア　

斉藤　優弥 サイトウ　ユウヤ 帯同 シングル選手権　関東予選会代表 アマチュア 中里　光之介 ナカザト　コウノスケ 帯同 主催者招待選手 東京ベイ舞浜ホテル

猿田　勝大 サルタカツヒロ プロ　関東予選会代表 石岡ゴルフ倶楽部 三明　桜子 ミアケ　サクラコ 帯同 ジュニア選手権　九州予選会代表 沖学園中学校

丸山　大輔 マルヤマ　ダイスケ 帯同 主催者招待選手 アイテック 高橋　黎子 タカハシ　レイコ 帯同 シングル選手権　関東予選会代表 アマチュア

12 8:53 佐々木　賢 ササキ ケン シングル選手権　関東予選会代表 アマチュア　 12 8:53 中居　貴司 ナカイ タカシ シングル選手権　中部予選会代表 アマチュア　

西田　卓司 ニシダ　タクジ ジュニア選手権　九州予選会代表 沖学園隆徳館高等学校 森　重信 モリ　シゲノブ 帯同 シングル選手権　関東予選会代表 アマチュア

清本　美波 キヨモト　ミナミ ジュニア選手権　中部予選会代表 一宮市立南部中学校 斉藤　慎 サイトウ シン プロ　関東予選会代表 スカイウェイカントリークラブ

川満　陽香理 カワミツ　ヒカリ 帯同 主催者招待選手 GOLF５ 松原　大輔 マツバラ ダイスケ プロ　中部予選会メダリスト フリー

13 9:01 吉田　隼人 ヨシダ　ハヤト 帯同 シングル選手権　関東予選会代表 アマチュア　 13 9:01 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 隆徳館中学校

相原　涼汰 アイハラ　リョウタ ジュニア選手権　関東予選会代表 行田市立行田中学校 野仲　茂 ノナカ　シゲル 帯同 主催者招待選手 横浜カントリークラブ

高野　欣也 タカノ ヨシナリ プロ　関東予選会メダリスト フリー 澄川　愛 スミカワ　アイ シングル選手権　関東予選会代表 アマチュア

竹谷　佳孝 タケヤ　ヨシタカ 帯同 主催者招待選手 エー・エム・エス 山本　唯依 ヤマモト ユイ ジュニア選手権　関西予選会代表 吉川中学校

14 9:09 鈴切　琢麿 スズキリ タクマ 帯同 シングル選手権　関東予選会メダリスト アマチュア　 14 9:09 中村　寛亮 ナカムラ ヒロアキ シングル選手権　中部予選会メダリスト アマチュア

伊澤　健人 イザワ　ケント 帯同 ジュニア選手権　関東予選会代表 安田学園高等学校 森　博貴 モリ ヒロキ プロ　関東予選会代表 フリー

松島　華暖 マツシマ カノン シングル選手権　九州予選会メダリスト アマチュア　 芳賀　洋平 ハガヨウヘイ プロ　関東予選会メダリスト ゴルフレンジらんらん倶楽部

藤本　麻子 フジモト　アサコ 帯同 主催者招待選手 三愛石油 塩見　好輝 シオミ　コウキ 帯同 主催者招待選手 国際スポーツ振興協会

15 9:17 武田　正輝 タケダ　マサキ 帯同 シングル選手権　関東予選会メダリスト アマチュア　 15 9:17 松本　雄介 マツモト　ユウスケ シングル選手権　関東予選会代表 アマチュア　

清水　蔵之介 シミズ クラノスケ 帯同 ジュニア選手権　関東予選会メダリスト 練馬区立八坂中学校 阿部　大輔 アベ ダイスケ プロ　関東予選会代表 株式会社エレナ

大田和　桂介 オオタワ　ケイスケ プロ　関東予選会メダリスト 麻倉ゴルフ倶楽部 鈴木　夏瑠 スズキ　ナル ジュニア選手権　関東予選会代表 千葉市立真砂中学校

稲森　佑貴 イナモリ　ユウキ 帯同 主催者招待選手 フリー 菊地 明砂美 キクチ　アサミ 帯同 主催者招待選手 フリー

16 9:25 大門　篤史 ダイモン アツシ シングル選手権　関西予選会メダリスト アマチュア　 16 9:25 石毛　一輝 イシゲ カズキ 帯同 シングル選手権　関東予選会代表 アマチュア　

康　翔亮 コウ ショウスケ ジュニア選手権　関東予選会メダリスト 日本大学豊山中学校 森　正尚 モリ マサタカ プロ　九州予選会メダリスト 芥屋ゴルフ倶楽部

曽雌　ひまり ソシ　ヒマリ ジュニア選手権　関東予選会メダリスト 印旛明誠高校 高松　瑠偉 タカマツ ルイ プロ　関東予選会代表 船橋カントリークラブ

菊地　絵理香 キクチ　エリカ 帯同 主催者招待選手 オンワードホールディングス 伊藤　有志 イトウ　ユウシ プロ　関東予選会代表 アイシグリーンシステム

藤倉ゴム工業株式会社 主催
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ダブルス選手権　九州予選会代表

ダブルス選手権　関東予選会代表

ダブルス選手権　九州予選会代表

ダブルス選手権　関東予選会代表

ダブルス選手権　中部予選会代表

ダブルス選手権　関東予選会代表

ダブルス選手権　関西予選会代表

■　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、横浜カントリークラブ（TEL 045-351-1001）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　関西予選会代表

ダブルス選手権　関東予選会代表

ダブルス選手権　関東予選会代表

ダブルス選手権　中部予選会メダリスト

ダブルス選手権　九州予選会メダリスト

ダブルス選手権　関東予選会メダリスト

ダブルス選手権　関西予選会メダリスト

ダブルス選手権　関東予選会メダリスト

ダブルス選手権　関東予選会メダリスト

ダブルス選手権　中部予選会代表

※カテゴリが赤字の方は女性選手となります

ダブルス選手権　関東予選会代表

ダブルス選手権　関東予選会代表

競技委員長：吉川 泰正


