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1 7:24 石田　哲次郎 イシダ　テツジロウ アマチュア　 1 7:24 貴志　彰英 キシ　アキヒデ アマチュア　

佐々木　政一 ササキ　マサカズ アマチュア 篠崎　明 シノザキ　アキラ アマチュア

阿部　恭邦 アベ　ヤスクニ アマチュア　 窪田　俊介 クボタ　シュンスケ アマチュア　

高槻　啓太 タカツキ　ケイタ アマチュア 三島　史也 ミシマ　フミヤ アマチュア

2 7:32 林　靖 ハヤシ　ヤスシ アマチュア　 2 7:32 八尾　祥吾 ヤオ　ショウゴ アマチュア　

立石　博政 タテイシ　ヒロマサ アマチュア 小池　大吾 コイケ　ダイゴ アマチュア

尾子　高史 オジ　タカシ アマチュア　 麻生　俊之 アソウ　トシユキ アマチュア　

片岡　茂樹 カタオカ　シゲキ アマチュア　 竹本　健太 タケモト　ケンタ アマチュア

3 7:40 齊藤　浩美 サイトウ　ヒロミ アマチュア　 3 7:40 窪田　恵介 クボタ　ケイスケ アマチュア　

松久　悦子 マツヒサ　エツコ アマチュア 重藤　亮一 シゲフジ　リョウイチ アマチュア

村井　忠行 ムライ　タダユキ アマチュア　 市原　澄彦 イチハラ　スミヒコ アマチュア　

山下　ユナ ヤマシナ　ユナ アマチュア 橋本　征道 ハシモト　マサミチ アマチュア

4 7:48 マーク　金井 マーク カナイ アマチュア　 4 7:48 長沼　清司 ナガヌマ　セイジ アマチュア　

鈴木　翔 スズキ　ショウ アマチュア 大和田　晃 オオワダ　アキラ アマチュア

佐久間　誠一 サクマ　セイイチ アマチュア　 野原　一利 ノハラ　カズトシ アマチュア　

松川　忍 マツカワ　シノブ アマチュア 浦山　了大 ウラヤマ　リョウタ アマチュア

5 7:56 福田　正夫 フクダ　マサオ アマチュア　 5 7:56 岡田　兼明 オカダ　カネアキ アマチュア　

有江　伊織 アリエ　イオリ アマチュア 荒川　怜郁 アラカワ　レイカ アマチュア

松本　凌 マツモト　リョウ アマチュア　 前田　男 マエダ　ダン アマチュア　

河合　慈英 カワイ　ジエイ アマチュア 山下　知加 ヤマシタ　トモカ アマチュア

6 8:04 鹿島　裕樹 カシマ　ヒロキ シングル選手権　関東予選会 代表 アマチュア 6 8:04 Kern　Steven カーン　スティーブン シングル選手権　関東予選会 代表 アマチュア

辻田　晴也 ツジタ　セイヤ 帯同 シングル選手権　中部予選会 代表 アマチュア 加茂　雅也 カモ　マサヤ シングル選手権　関東予選会 代表 慶應義塾大学

太田　祐一 オオタ　ユウイチ プロ　関東予選会　代表 フリー 中井　賢人 ナカイ　ケント プロ　関東予選会　代表 日本ウェルネスゴルフ

滝　雅志 タキ　マサシ プロ　関東予選会　代表 M'Sコーポレーション 宮内　孝輔 ミヤウチ　コウスケ プロ　関東予選会　代表 フリー

7 8:12 蔡　政儒 サイ　セイジュ 帯同 シングル選手権　関東予選会 代表 アマチュア 7 8:12 大塚　崇 オオツカ　タカシ シングル選手権　関東予選会 代表 アマチュア

東　亜藍 ヒガシ　アラン 帯同 ジュニア選手権　関東予選会 代表 埼玉栄高校 林　寛太 ハヤシ　カンタ ジュニア選手権　九州予選会 代表 常磐高校

竹川　雄喜 タケカワ ユウキ プロ　関西予選会　代表 フリー 藤山　大耀 フジヤマ　タイヨウ プロ　関西予選会　代表 関西学院大学

中込　憲 ナカゴミ  ケン プロ　関東予選会　代表 フリー 森　博貴 モリ　ヒロキ プロ　関東予選会　代表 ヒップスタイルホールディングス

8 8:20 佐藤　佑斗 サトウ　ユウト ジュニア選手権　東北予選会 代表 盛岡中央高等学校 8 8:20 黒川　逸輝 クロカワ　イツキ シングル選手権　東北予選会 代表 東北福祉大学

三重野 里斗 ミエノ　リイト プロ　九州予選会　代表 キミエコーポレーション 横須賀　可典 ヨコスカ　ヨシノリ シングル選手権　関東予選会 代表 アマチュア

近藤　龍一 コンドウ　リュウイチ プロ　中部予選会　メダリスト 鳴海ＣＣ 太田　直己 オオタ　ナオミ プロ　関東予選会　代表 フリー

中山　絹也 ナカヤマ　ケンヤ プロ　中部予選会　代表 宮下製作所 織田　信亮 オダ　ノブアキ プロ　中部予選会　代表 福井工業大学

9 8:28 内海　将太 ウツミ　ショウタ シングル選手権　東北予選会 代表 東北福祉大学 9 8:28 操上　眞廣 クリカミ　マサヒロ 帯同 シングル選手権　関東予選会 代表 日本体育大学

佐野　遼太 サノ　リョウタ シングル選手権　中部予選会 代表 中部学院大学 島岡　聖 シマオカ　マサト 帯同 ジュニア選手権　関東予選会 代表 東海大学付属相模高等学校

山形　陵馬 ヤマガタ　リョウマ プロ　関東予選会　メダリスト フリー 松原　大輔 マツバラ　ダイスケ プロ　関西予選会　代表 フリー

吉田　隼人 ヨシダ　ハヤト プロ　推薦選手 イーグルポイントＧＣ 櫻井　勝之 サクライ　カツユキ プロ　関東予選会　代表 フリー

10 8:36 坂口　諒馬 サカグチ　リョウマ 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 10 8:36 中谷　玲 ナカタニ　レイ シングル選手権　関東予選会 代表 アマチュア

古澤　凛 フルサワ　リン 帯同 ジュニア選手権　関東予選会 代表 日本ウェルネス高等学校 川中　俊果  カワナカ　スグカ シングル選手権　関西予選会 メダリスト アマチュア

谷本　連 タニモト　レン 帯同 プロ　関西予選会　代表 茨木ＣＣ 佐藤　杏莉 サトウ　アンリ ジュニア選手権　関東予選会 代表 麗澤高等学校

矢野　東 ヤノ　アズマ プロ　推薦選手 Ｆｉｖｅ ｅｌｅｍｅｎｔｓ 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

11 8:44 横山　栞子 ヨコヤマ　シオリコ 帯同 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 11 8:44 古瀬　寧々 フルセ　ネネ 帯同 ジュニア選手権　関西予選会　代表 大阪桐蔭高等学校

桑村　美穂 クワムラ　ミホ 帯同 ジュニア選手権　関東予選会 代表 千葉市立蘇我中学校 菊田　ひな キクタ　ヒナ ジュニア選手権　関西予選会　代表 さぬき市立志度中学校

森　はな モリ　ハナ シングル選手権　関東予選会 代表 日本大学 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　メダリスト 川崎市立柿生中学校

町田　理紗 マチダ　リサ プロ　九州予選会　代表 フリー 藤田　光里 フジタ　ヒカリ 帯同 プロ　主催者招待選手 ゼビオホールディングス

12 8:52 山本　唯加 ヤマモト　ユイカ 帯同 シングル選手権　関西予選会 代表 アマチュア 12 8:52 岡田　梨沙 オカダ　リサ シングル選手権　中部予選会 代表 中京大学

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 千田　萌花 チダ　モエカ ジュニア選手権　関東予選会 代表 代々木高校

馬場　咲希 ババ　サキ 帯同 ジュニア選手権　関東予選会 代表 日野市立日野第一中学校 速水　梨花 ハヤミ　リンカ ジュニア選手権　九州予選会 代表 東海大学付属熊本星翔高等学校

脇元 華 ワキモト　ハナ プロ　主催者招待選手 GMOインターネットグループ 高久　ゆうな タカク　ユウナ プロ　東北予選会　代表 フリー

13 9:00 山口　璃千 ヤマグチ　リチ シングル選手権　関西予選会　代表 アマチュア 13 9:00 森　紗也佳 モリ　サヤカ シングル選手権　関東予選会 代表 アマチュア

中島　七海 ナカシマ　ナナミ ジュニア選手権　中部予選会 メダリスト 帝京大学可児中学校 柴崎　香凛 シバサキ　カリン 帯同 ジュニア選手権　東北予選会 代表 山形大学附属中学校

川畑　優菜 カワバタ　ユウナ ジュニア選手権　関東予選会 メダリスト 麗澤中学校 山田　萌結 ヤマダ　モユ 帯同 ジュニア選手権　九州予選会 代表 熊本国府高等学校

松田　鈴英 マツダ　レイ 帯同 プロ　主催者招待選手 ニトリ 河村　来未 カワムラ　クルミ プロ　関東予選会　代表 紫ＣＣ

14 9:08 片野　あいみ カタノ　アイミ ジュニア選手権　関東予選会 代表 私立聖徳大学附属女子高等学校 14 9:08 佐々木　理乃 ササキ　リノ シングル選手権　関東予選会　代表 University of Washington

水野　円琳 ミズノ　マリン 帯同 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 代々木高校

清本　美波 キヨモト　ミナミ 帯同 2018年・2019年 ローアマチュア 大会シード 一宮市立南部中学校 山下　アミ ヤマシタ　アミ ジュニア選手権　関西予選会 代表 滝川第二高等学校

塩見　好輝 シオミ　コウキ プロ　主催者招待選手 国際スポーツ振興協会 林　菜乃子 ハヤシ　ナノコ 帯同 プロ　主催者招待選手 ユピテル

15 9:16 小村　優太 コムラ　ユウタ シングル選手権　九州予選会　メダリスト 日本経済大学 15 9:16 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

成田　祐輔 ナリタ ユウスケ 帯同 プロ　東北予選会　代表 虹の丘ゴルフフプラザ 関本　琉志 セキモト　リュウシ ジュニア選手権　中部予選会 代表 滝川第二高等学校

村上　拓海 ムラカミ　タクミ プロ　関東予選会　メダリスト フリー 山﨑　雄大 ヤマサキ　ユウダイ プロ　九州予選会　代表 フリー

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 竹安　俊也 タケヤス　シュンヤ プロ　主催者招待選手 フリー

16 9:24 鈴木　千貴 スズキ　カズキ シングル選手権　中部予選会　メダリスト アマチュア 16 9:24 山本　禎士 ヤマモト　タダシ シングル選手権　東北予選会　メダリスト アマチュア

牛島　翔也 ウシジマ　ショウヤ 帯同 プロ　九州予選会　メダリスト 福岡サンレイクＧＣ 永松　宏之 ナガマツ　ヒロユキ プロ　関東予選会　代表 フリー

竹川　加寿斗 タケカワ　カズト プロ　関西予選会　メダリスト フリー 遠藤　健太 エンドウ　ケンタ プロ　東北予選会　代表 サーティーファイブ

香妻　陣一朗 コウズマ　ジンイチロウ プロ　主催者招待選手 フリー 野仲　茂 ノナカ　シゲル プロ　主催者招待選手 横浜ＣＣ

17 9:32 勝俣　翔 カツマタ　ショウ シングル選手権　関東予選会　メダリスト 法政大学 17 9:32 江口　勇也 エグチ　ユウヤ シングル選手権　関東予選会　メダリスト ワシントン州立大学

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 大関　翔 オオゼキ　カケル プロ　関東予選会　代表 フリー

森　雄貴 モリ　ユウキ プロ　2019年度優勝　大会シード グレイスヒルズＣＣ 蛯名　大和 エビナ　ヤマト プロ　関東予選会　メダリスト カレドニアンＧＣ

片山　晋呉 カタヤマ　シンゴ 帯同 プロ　主催者招待選手 イーグルポイントＧＣ 浅地　洋佑 アサジ　ヨウスケ プロ　主催者招待選手 フリー

■　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、イーグルポイントゴルフクラブ（029-889-5001）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 2019年優勝 大会シード

ダブルス選手権 東北予選会 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 メダリスト

ダブルス選手権 関東予選会 代表

※カテゴリがピンク文字の方は女子選手となります

ダブルス選手権 関東予選会 代表

ダブルス選手権 東北予選会 メダリスト

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 メダリスト

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

藤倉コンポジット株式会社 主催
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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 九州予選会 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 中部予選会 メダリスト

ダブルス選手権 関東予選会 メダリスト

競技委員長：吉川 泰正


