
0:08

1st　ＴＥＥ 10st　ＴＥＥ

Group
Tee
Time Name Caddie Group

Tee
Time Name Caddie

1 7:20 市原　澄彦 イチハラ　スミヒコ アマチュア　 1 7:20 高尾 光昭 タカオ　ミツアキ アマチュア　

橋本　征道 ハシモト　マサミチ アマチュア 名和 瑞穂 ナワ　ミズホ W アマチュア

窪田　恵介 クボタ　ケイスケ アマチュア　 小梛　雅久 オナギ　マサヒサ アマチュア　

重藤　亮一 シゲフジ　リョウイチ アマチュア 澤島　則弘 サワシマ　ノリヒロ アマチュア

2 7:28 林　靖 ハヤシ　ヤスシ アマチュア　 2 7:28 長坂　茂和 ナガサカ シゲカズ アマチュア　

立石　博政 タテイシ　ヒロマサ アマチュア 長坂　怜奈 ナガサカ　レナ W アマチュア

マーク 金井 マーク　カナイ アマチュア　 平山　威虎 ヒラヤマ　タケトラ アマチュア　

鈴木　翔 スズキ　ショウ アマチュア 藤巻　奈々華 フジマキ　ナナカ W アマチュア

3 7:36 白出　高明 シラデ　タカアキ アマチュア　 3 7:36 森　哲也 モリ　テツヤ アマチュア　

及川　大輔 オイカワ　ダイスケ アマチュア 小澄　敏也 コスミ　トシヤ アマチュア

中村　光郎 ナカムラ　ミツオ アマチュア　 吉田　順一 ヨシダ　ジュンイチ アマチュア　

菊池　泰彦 キクチ　ヤスヒコ アマチュア 広瀬　彰太 ヒロセ　ショウタ アマチュア

4 7:44 窪田　新平 クボタ　シンペイ アマチュア　 4 7:44 浦山　了大 ウラヤマ　リョウタ アマチュア　

城内　彩子 ジョウナイ　アヤコ W アマチュア 野原　一利 ノハラ　カズトシ アマチュア

永井　勝己 ナガイ　カツミ アマチュア　 佐藤　貴則 サトウ　タカノリ アマチュア　

岩下　政稔 イワシタ　マサトシ アマチュア 山本　禎士 ヤマモト　タダシ アマチュア

5 7:52 鈴木　隆之 スズキ　タカユキ アマチュア　 5 7:52 山本　充 ヤマモト　ミツル アマチュア　

鈴木　有希子 スズキ　ユキコ W アマチュア 庄司　英一 シヨウジ　エイイチ アマチュア

村井　忠行 ムライ タダユキ アマチュア　 生川　幹洋 ナルカワ　ミキヒロ アマチュア　

山下　ユナ ヤマシナ　ユナ W アマチュア 木村　泰久 キムラ　ヤスヒサ アマチュア

6 8:00 佐久間　誠一 サクマ セイイチ アマチュア　 6 8:00 山田　義治 ヤマダ　ヨシハル アマチュア　

松川　忍 マツカワ　シノブ アマチュア 須藤　紀尚 スドウ　ノリヒサ アマチュア

木ノ下　美宇 キノシタ　ミウ W アマチュア　 竹本　健太 タケモト　ケンタ アマチュア　

清本　美波 キヨモト　ミナミ W アマチュア 麻生　俊之 アソウ　トシユキ アマチュア

7 8:08 河口　実成 カワグチ　ミノリ シングル選手権　関西予選会 代表 W アマチュア 7 8:08 澤田　柚葉 サワダ　ユズハ シングル選手権　関西予選会 代表 W ECC学園高等学校

赤松　渚 アカマツ　ナギサ ジュニア選手権　関西予選会 代表 W ECC学園高等学校 加藤　麗奈 カトウ　レイナ ジュニア選手権　関西予選会 代表 W 三田市立ゆりのき台中学校

春山　愛 ハルヤマ　アイ ジュニア選手権　九州予選会 代表 W 福岡第一高等学校 豊田　ヒカル トヨダ ヒカル 帯同 ジュニア選手権　九州予選会 代表 W 玉名市立玉名中学校

岡山　絵里 オカヤマ エリ プロ　主催者 招待選手 W ニトリ 鶴瀬　華月 ツルセ カゲツ プロ　関東予選会　代表 W フリー

8 8:16 遠藤　夢里 エンドウ　ユメリ シングル選手権　関東予選会 代表 W 日本体育大学 8 8:16 吉水　里帆 ヨシミズ　リホ シングル選手権　中部予選会 代表 W アマチュア

青山　ゆずゆ アオヤマ　ユズユ ジュニア選手権　関西予選会 代表 W 西条市立西条東中学校 吉﨑　マーナ ヨシザキ マーナ 帯同 ジュニア選手権　関東予選会 代表 W 沖縄カトリック中学校

橋口　仁海 ハシグチ　ヒトミ ジュニア選手権　中部予選会 代表 W 名古屋市立鎌倉台中学校 中間　理桜 ナカマ　リオ ジュニア選手権　九州予選会 代表 W 西南学院中学校

三ヶ島　かな ミカシマ カナ 帯同 プロ　主催者 招待選手 W ランテック 篠崎　愛 シノザキ マナ 帯同 プロ　主催者 招待選手 W フリー

9 8:24 宮本　リリカ ミヤモト　リリカ シングル選手権　関東予選会 メダリスト W アマチュア 9 8:24 細峪　七々 ホソサコ　ナナ 帯同 ジュニア選手権　関西予選会 代表 W 滝川第二高等学校

橋口　心海 ハシグチ　ココミ ジュニア選手権　中部予選会 代表 W 名古屋市立鎌倉台中学校 伊藤　二花 イトウ　ニカ 帯同 ジュニア選手権　関東予選会 代表 W 麗澤高等学校

清水　心結 シミズ ミユ 帯同 ジュニア選手権　関東予選会 代表 W さいたま市立東浦和中学校 梅田　彩里 ウメダ　アヤリ ジュニア選手権　中部予選会 代表 W 岐阜聖徳学園高等学校

松田 　鈴英 マツダ レイ 帯同 プロ　主催者 招待選手 W ニトリ 宮田　成華 ミヤタ ナルハ 帯同 プロ　主催者 招待選手 W スリーボンド

10 8:32 中谷　玲 ナカタニ　レイ 帯同 シングル選手権　関東予選会 メダリスト W アマチュア 10 8:32 大塚　真由 オオツカ マユ シングル選手権　関東予選会 代表 W アマチュア

江坂　実桜 エサカ　ミオ 帯同 ジュニア選手権　中部予選会  メダリスト W 一身田中学校 エズデンシ　ちなさ エズデンシ　チナサ 帯同 ジュニア選手権　中部予選会 代表 W 岐阜大学教育学部附属小中学校

馬場　咲希 ババ サキ 帯同 2020年　ローアマチュア　大会シード W 日本ウェルネス高等学校 飯田　夏葵 イイダ ナツキ ジュニア選手権　関東予選会 代表 W 光英VERITAS高等学校

永峰　咲希 ナガミネ サキ 帯同 プロ　主催者 招待選手 W ニトリ 脇元　華 ワキモト ハナ プロ　主催者 招待選手 W GMOインターネットグループ

11 8:40 政岡　悟 マサオカ　サトル シングル選手権　中部予選会 代表 アマチュア 11 8:40 増田　圭介 マスダ ケイスケ シングル選手権　関東予選会 代表 アマチュア

平野　大樹 ヒラノ　ダイキ 帯同 シングル選手権　関東予選会 代表 アマチュア 川合　昇平 カワイ ショウヘイ プロ　東北予選会　代表 泉国際ゴルフ倶楽部

古川　雄太 フルカワ ユウタ プロ　関西予選会　代表 株式会社ジュケイズ 畠田　瑠 ハタダ　ルイ 帯同 ジュニア選手権　九州予選会 代表 W 吉塚中学校

田口　寛 タグチ ヒロシ 帯同 プロ　九州予選会　代表 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 中村　優海 ナカムラ ユウミ プロ　九州予選会　メダリスト W ザ・クラシックゴルフ倶楽部

12 8:48 佐藤　亮太朗 サトウ　リョウタロウ シングル選手権　東北予選会 代表 東北学院大学 12 8:48 勝俣　翔 カツマタ ショウ シングル選手権　関東予選会 代表 法政大学

鈴木　勝奈織 スズキ　マサナオ シングル選手権　関東予選会 代表 立教大学 西川　勇太 ニシカワ　ユウタ シングル選手権　関東予選会 代表 アマチュア

田保　龍一 タヤス リュウイチ プロ　関西予選会　代表 ゴルファーズスペースR 駒澤　賢一郎 コマザワ ケンイチロウ プロ　関西予選会　代表 ＧＯＬＦＡＳ

飯田　耕正 イイダ コウセイ プロ　中部予選会　代表 フリー 鈴木　敬太 スズキ ケイタ プロ　関東予選会　代表 銀座コバウ

13 8:56 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 13 8:56 小林　大輔 コバヤシ　ダイスケ シングル選手権　関東予選会 代表 アマチュア

清水　奏琉 シミズ　カナル 帯同 ジュニア選手権　東北予選会 代表 行田市立長野中学校 上村　大和 カミムラ　ヤマト ジュニア選手権　関東予選会 代表 市川市立第五中学校

高野　碧輝 タカノ アオキ プロ　関東予選会　代表 フリー 岩崎　亜久竜 イワサキ アグリ プロ　関東予選会　代表 フリー

川上　優大 カワカミ ユウタ プロ　関東予選会　メダリスト Golf Brothers 石渡　和輝 イシワタ カズキ プロ　関東予選会　代表 ＳＨＵＵＥＩ

14 9:04 横田　健一 ヨコタ　ケンイチ シングル選手権　関西予選会 代表 アマチュア 14 9:04 澤田　勉 サワダ　ツトム シングル選手権　中部予選会 代表 アマチュア

佐藤　秀 サトウ　スグル シングル選手権　東北予選会 代表 アマチュア 全　允浩 ジョン ユンホ 帯同 ジュニア選手権　関東予選会 代表 埼玉栄高校

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 高橋　大輝 タカハシ ダイキ プロ　関東予選会　代表 サザンヤードカントリークラブ

田中　章太郎 タナカ ショウタロウ プロ　関東予選会　メダリスト 国際スポーツ振興協会

15 9:12 寺辻　真生 テラツジ　マオ シングル選手権　関東予選会 代表 法政大学 15 9:12 相原　諒哉 アイハラ リョウヤ 帯同 シングル選手権　関東予選会 代表 アマチュア

村山　銀河 ムラヤマ　ギンガ 帯同 ジュニア選手権　関西予選会 代表 福井工業大学福井高等学校 藤原　遼生 フジワラ トオイ 帯同 ジュニア選手権　中部予選会 代表 松阪市立三雲中学校

佐藤　瞬 サトウ シュン プロ　関東予選会　代表 フリー 毛利　一成 モウリ イッセイ プロ　関東予選会　代表 フリー

野仲　茂 ノナカ シゲル プロ　主催者 招待選手 横浜CC 大西　魁斗 オオニシ　カイト プロ　主催者 推薦選手 フリー

16 9:20 真壁　英路 マカベ ヒデミチ シングル選手権　東北予選会 メダリスト 東北学院大学 16 9:20 山本　力輝 ヤマモト　リキ シングル選手権　関東予選会 代表 日本体育大学

藤井　想大 フジイ ソウタ 帯同 ジュニア選手権　関西予選会 メダリスト 滝川第二高等学校 長谷川　和瑞大 ハセガワ カズヒロ ジュニア選手権　関東予選会 代表 埼玉栄高等学校

大西　晃盟 オオニシ　コウメイ 帯同 ジュニア選手権　関西予選会 代表 兵庫教育大学附属中学校 川澄　尚太 カワスミ ショウタ プロ　関西予選会　メダリスト 山陽ゴルフ倶楽部

池村　寛世 イケムラ トモヨ 帯同 プロ　主催者 招待選手 ディライトワークス 森　雄貴 モリ ユウキ プロ　2019年度優勝　大会シード グレイスヒルズカントリー倶楽部

17 9:28 大谷　元気 オオタニ ゲンキ シングル選手権　中部予選会 メダリスト アマチュア 17 9:28 黒澤　光 クロサワ ヒカル 帯同 シングル選手権　関東予選会 代表 アマチュア

有薗　純 アリゾノ　ジュン 帯同 ジュニア選手権　九州予選会 メダリスト 鹿児島県立開陽高等学校 福山　良斗 フクヤマ ヨシト ジュニア選手権　東北予選会 メダリスト 東北高校

織田　信亮 オダ ノブアキ プロ　中部予選会　代表 セーレン株式会社 安藤　稜平 アンドウ リョウヘイ 帯同 プロ　関東予選会　代表 フリー

中西　直人 ナカニシ ナオト プロ　主催者 招待選手 国際スポーツ振興協会 清水　大成 シミズ タイセイ プロ　主催者 招待選手 ロピア

18 9:36 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 18 9:36 岩田　泰彰 イワタ ヒロアキ シングル選手権　関西予選会 メダリスト 龍谷大学

平山　幸作 ヒラヤマ コウサク ジュニア選手権　関東予選会 メダリスト 早稲田実業学校高等部 平野　誠一 ヒラノ セイイチ ジュニア選手権　関東予選会 メダリスト ルネサンス高等学校

鈴木　之人 スズキ ユキト プロ　東北予選会　メダリスト 泉国際ゴルフ倶楽部 笹村　心 ササムラ シン プロ　関東予選会　代表 フリー

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 塚田　陽亮 ツカダ　ヨウスケ プロ　主催者 招待選手 ホクト

ダブルス選手権 東北予選会 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

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 代表

ダブルス選手権 九州予選会 代表

ダブルス選手権 2019・2020 優勝 大会シード

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 代表

藤倉コンポジット株式会社 主催

スピーダーチャレンジ ２０２１ 決勝
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■　諸般の事情、また欠席者がいた場合は、急遽組合せ及びスタート時刻が変更にな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 開催コース 代表

ダブルス選手権 開催コース 代表

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 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 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 （W) の方は女子選手となります

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 中部予選会 代表

ダブルス選手権 東北予選会 代表

ダブルス選手権 中部予選会 代表ダブルス選手権 東北予選会 代表

競技委員長：吉川 泰正


