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1 7:20 中村　常昭 ナカムラ　ツネアキ アマチュア　 1 7:20 遠藤　直樹 エンドウ　ナオキ アマチュア　

恒川　彰 ツネカワ　アキラ アマチュア 鶴薗　弘明 ツルゾノ　ヒロアキ アマチュア

マーク　金井 マーク　カナイ アマチュア　 工藤　悟 クドウ サトル アマチュア　

鈴木 翔 スズキ　ショウ アマチュア 渡辺　正樹 ワタナベ　マサキ アマチュア

2 7:28 牛谷　陸 ウシタニ　リク アマチュア　 2 7:28 小林　清 コバヤシ　キヨシ アマチュア　

横山　尚建 ヨコヤマ　ナオタケ アマチュア 藤田　謙一 フジタ　ケンイチ アマチュア

今野　健児 コンノ　ケンジ アマチュア　 高岸　友和 タカギシ　トモカズ アマチュア　

熊坂　征一郎 クマサカ　セイイチロウ アマチュア 高山　順二 タカヤマ　ジュンジ アマチュア

3 7:36 山本　禎士 ヤマモト　タダシ アマチュア　 3 7:36 生川　幹洋 ナルカワ　ミキヒロ アマチュア　

星　直明 ホシ　ナオアキ アマチュア 木村　泰久 キムラ　ヤスヒサ アマチュア

北原　慎也 キタハラ　シンヤ アマチュア　 鈴木　隆之 スズキ　タカユキ アマチュア　

植原　大作 ウエハラ　ダイサク アマチュア 鈴木　有希子 スズキ　ユキコ Ｗ アマチュア

4 7:44 菊川　裕史 キクガワ　ヒロフミ アマチュア　 4 7:44 林　明 ハヤシ　アキラ アマチュア　

山崎　優 ヤマザキ　ユウ Ｗ アマチュア 石橋　三和 イシバシ　ミワ Ｗ アマチュア

加藤　智康 カトウ　トモヤス アマチュア　 村中　大徒 ムラナカ ダイト アマチュア　

栗原　悦子 クリハラ　エツコ Ｗ アマチュア 村中　良蘭 ムラナカ　ララ Ｗ アマチュア

5 7:52 上國　紗椰 ウエクニ　サヤ Ｗ アマチュア　 5 7:52 佐久間　誠一 サクマ セイイチ アマチュア　

中尾　美優 ナカオ　ミユウ Ｗ アマチュア 松川　忍 マツカワ　シノブ アマチュア

藤巻　奈々華 フジマキ　ナナカ Ｗ アマチュア　 江頭　一樹 エガシラ　カズキ アマチュア　

五十嵐　望夢 イカラシ　ミム Ｗ アマチュア 尹　聡 ユン　サトル アマチュア

6 8:00 広橋　貴寿 ヒロハシ　タカヒサ アマチュア　 6 8:00 古瀬　寧々 フルセ　ネネ 帯同 シングル選手権　関西予選会 代表 Ｗ アマチュア

本郷　友行 ホンゴウ　トモユキ アマチュア 香川　倫穂 カガワ リホ 帯同 ジュニア選手権　関西予選会 代表 Ｗ 四国学院大学香川西高等学校

三ヶ島　竜 ミカシマ　リュウ アマチュア　 佐野　夏奈 サノ　カナ 帯同 ジュニア選手権　東北予選会 代表 Ｗ 東日本国際大学附属昌平高校

渡辺　照夫 ワタナベ　テルオ アマチュア 林　菜乃子 ハヤシ ナノコ プロ　主催者待選手 Ｗ ユピテル

7 8:08 井上　蒼海奈 イノウエ　アミナ 帯同 ジュニア選手権　関西予選会 代表 Ｗ 高知中学校 7 8:08 宮本　リリカ ミヤモト　リリカ シングル選手権　関東予選会 代表 Ｗ アマチュア

伊藤　せあら イトウ　セアラ 帯同 ジュニア選手権　中部予選会 代表 Ｗ 聖霊中学校 室原　好乃実 ムロハラ コノミ ジュニア選手権　東北予選会 代表 Ｗ 埼玉県立大宮中央高等学校

宮城　柚 ミヤギ ユウ 帯同 ジュニア選手権　九州予選会 代表 Ｗ 読谷村立読谷中学校 高山　佳小里 タカヤマ カオリ プロ 関東予選会 代表 Ｗ フリー

松田　鈴英 マツダ レイ 帯同 プロ　主催者招待選手 Ｗ ニトリ 篠崎　愛 シノザキ マナ プロ　主催者招待選手 Ｗ ミュゼプラチナム

8 8:16 小宮　千鶴 コミヤ チヅル ジュニア選手権　関西予選会 メダリスト Ｗ 聖霊高等学校 8 8:16 溝口　雛 ミゾグチ　ヒナ シングル選手権　関西予選会 代表 Ｗ 大阪産業大学

木ノ下　美宇 キノシタ　ミウ 帯同 ジュニア選手権　2021年度 大会シード Ｗ 名古屋国際学園高等学校 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

大西　穂佳 オオニシ　ホノカ 帯同 ジュニア選手権　関西予選会 代表 Ｗ 兵庫教育大学附属中学校 中道　ゆい ナカミチ　ユイ シングル選手権　九州予選会 メダリスト Ｗ 朝日大学

脇元　華 ワキモト ハナ 帯同 プロ　主催者招待選手 Ｗ GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ 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

9 8:24 佐藤　甘菜 サトウ　アマナ ジュニア選手権　関東予選会 メダリスト Ｗ 共立女子第二高等学校 9 8:24 中込　憲 ナカゴミ ケン プロ 関東予選会 代表 フリー

清本　美波 キヨモト　ミナミ ジュニア選手権　2018・2019 ローアマ 大会シード Ｗ 誉高校 笹村　心 ササムラ シン 帯同 プロ 関東予選会 代表 フリー

清水　心結 シミズ　ミユ 帯同 ジュニア選手権　関東予選会 メダリスト Ｗ さいたま市立東浦和中学校 西村　雛 ニシムラ　ヒナ 帯同 ジュニア選手権　中部予選会 代表 Ｗ 大垣市立東中学校

宮田　成華 ミヤタ ナルハ 帯同 プロ　2021年度優勝 主催者招待選手 Ｗ スリーボンド 丸山　夏蓮 マルヤマ カレン 帯同 ジュニア選手権　中部予選会 代表 Ｗ 蒲郡市立西浦中学校

10 8:32 萩原　秀弥 ハギワラ　シュウヤ 帯同 シングル選手権 関東予選会 代表 College of the Canyons 10 8:32 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

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 渡　龍一 ワタル　リュウイチ シングル選手権 関西予選会 代表 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 代表 Ｗ 津市立一身田中学校 徳永　弘樹 トクナガ ヒロキ プロ 関東予選会 代表 サンヒルズカントリークラブ

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 福岡市立吉塚中学校 黒川　逸輝 クロカワ イツキ プロ 関西予選会 代表 フリー

11 8:40 川口　史 カワグチ　フミト 帯同 ジュニア選手権　関東予選会 代表 千葉黎明高等学校 11 8:40 平野　大樹 ヒラノ　ダイキ 帯同 シングル選手権 主催者推薦選手 アマチュア

松澤　虎大 マツザワ　コテツ 帯同 ジュニア選手権 関東予選会 代表 佐野日本大学高等学校 藤澤　聖太 フジサワ　ショウタ 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

小林　龍生 コバヤシ リュウセイ プロ 関東予選会 代表 フリー 永井　直樹 ナガイ ナオキ 帯同 プロ 中部予選会 代表 フリー

すし　石垣 スシ イシガキ プロ 関西予選会 メダリスト 悠プロダクション 相原　諒哉 アイハラ リョウヤ 帯同 プロ 関東予選会 メダリスト フリー

12 8:48 中村　風起人 ナカムラ　フキト シングル選手権　関東予選会 代表 アマチュア 12 8:48 水野　陽稀 ミズノ ハルキ シングル選手権 関東予選会 代表 専修大学

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 森山　正斗 モリヤマ　マサト シングル選手権 関東予選会 代表 立教大学

原田　大雅 ハラダ タイガ プロ 関東予選会 代表 フリー 原田　凌 ハラダ リョウ プロ 関西予選会 代表 春日居ゴルフクラブ

黒川　航輝 クロカワ コウキ プロ 関西予選会 代表 フリー 和田　照弘 ワダ アキヒロ プロ 東北予選会 代表 ニューブラッサムGC

13 8:56 白石　一馬 シライシ　カズマ シングル選手権 関東予選会 代表 慶應義塾大学 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

横川　康祐 ヨコカワ コウスケ プロ 関東予選会 代表 筑波カントリークラブ 下村　仁 シモムラ ジン プロ 九州予選会 代表 伊都ゴルフ倶楽部

川上　優大 カワカミ ユウタ プロ 関東予選会 代表 ゴルフブラザーズ 徳永　圭祐 トクナガ ケイスケ プロ 関東予選会 代表 プレステージカントリークラブ

藤井　想大 フジイ ソウタ プロ　主催者招待選手 フリー 比嘉　拓也 ヒガ タクヤ プロ 中部予選会 メダリスト TOSHIN

14 9:04 篠原　和樹 シノハラ　カズキ 帯同 ジュニア選手権　関西予選会 代表 四国中央市立川之江北中学校 14 9:04 渡邊　優人 ワタナベ　ユウト シングル選手権 東北予選会 代表 富士大学

梅田　琉偉 ウメダ　ルイ 帯同 ジュニア選手権　中部予選会 代表 愛知教育大学附属名古屋中学校 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 千葉黎明高等学校

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 米山　遼 ヨネヤマ　リョウ ジュニア選手権　九州予選会 代表 鹿児島城西高等学校

和田　章太郎 ワダ ショウタロウ プロ 九州予選会 メダリスト フリー 塩見　好輝 シオミ コウキ プロ　2018年度優勝　主催者招待選手 国際スポーツ振興協会

15 9:12 山岸　咲槻 ヤマギシ　サツキ 帯同 シングル選手権 中部予選会 代表 立命館大学 15 9:12 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

大久保　麻波浪 オオクボ　マハロ 帯同 ジュニア選手権　関東予選会 代表 日本ウエルネス高等学校 阿部　羽流斗 アベ　ハルト ジュニア選手権　関東予選会 代表 焼津市立大富中学校

清水　拳斗 シミズ　ケント 帯同 ジュニア選手権 関東予選会 代表 代々木高等学校 石過　功一郎 イシカ コウイチロウ プロ 関西予選会 代表 吉川カントリー倶楽部

大岩　龍一 オオイワ リュウイチ 帯同 プロ　主催者招待選手 フリー 高野　碧輝 タカノ アオキ プロ 関東予選会 メダリスト フリー

16 9:20 近田　一真 コンダ　カズマ シングル選手権 関西予選会 メダリスト アマチュア 16 9:20 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

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 吉田　隼人 ヨシダ　ハヤト プロ 開催コース 推薦選手 イーグルポイントGC

石垣　珠侑 イシガキ シュウ ジュニア選手権　中部予選会 代表 四日市メリノール学院高等学校 梶村　夕貴 カジムラ ユウキ プロ 関西予選会 代表 医療法人聰法会

阿久津　未来也 アクツ ミキヤ プロ　主催者招待選手 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

17 9:28 岩崎　裕斗 イワサキ　ユウト シングル選手権 中部予選会 メダリスト 中京大学 17 9:28 本間　一太 ホンマ　イチタ シングル選手権 関東予選会 メダリスト 日本体育大学

勝俣　翔 カツマタ ショウ シングル選手権　2021年度 大会シード 法政大学 渋井　晃太郎 シブイ　コウタロウ 帯同 ジュニア選手権 関東予選会 メダリスト 横浜市立永田中学校

昌山　大暉 マサヤマ ヒロキ シングル選手権 関東予選会 メダリスト 立教大学 森　雄貴 モリ ユウキ プロ　2019年度優勝　主催者招待選手 グレイスヒルズカントリー倶楽部

木下　稜介 キノシタ リョウスケ プロ　2020年度優勝　主催者招待選手 ハートランド 鍋谷　太一 ナベタニ タイチ プロ　主催者招待選手 国際スポーツ振興協会

18 9:36 久田　和広 ヒサタ　カズヒロ 帯同 シングル選手権 関東予選会 代表 アマチュア

塚越　光玖 ツカゴシ　ミツク 帯同 シングル選手権 関東予選会 メダリスト 駒澤大学

森　虹陽 モリ コウヨウ 帯同 ジュニア選手権 中部予選会 メダリスト 四日市メリノール学院高校

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

■　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 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 中部予選会 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 東北予選会 代表

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 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 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 関東予選会 メダリスト

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 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

競技委員長：吉川 泰正


