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時間

武田薬品工業株式会社 大成建設株式会社 フタバ興業株式会社 アクサ生命保険株式会社 ＹＫＫ ＡＰ株式会社 デンカ株式会社青海工場 NTT西日本グループ 千代田化工建設株式会社

シオツ　シンヤ エンドウ　ダイスケ ミツモト　ノブヤ イワサキ　ナオキ キタガワ　タカシ オダ　トモヒロ キタヤマ　タダシ ヒロタ　リュウイチ

塩津　晋也 遠藤　大介 光本　信也 岩﨑　直樹 北川　貴司 織田　智啓 北山　　忠 弘田　隆一

株式会社ビーエスフジ 三井住友海上火災保険株式会社 保険デザイン 株式会社美浜工業 株式会社日本都市 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 デンカ株式会社青海工場 フタバ興業株式会社

クラオカ　シュンスケ タマキ　コウジ モリカワ　ヒデト タガワ　ヨシミチ ミネイ　カズヒコ タゴ　テッペイ フルイチ　モリオ トモナガ　サトル

倉岡　俊輔 玉木　康治 森川　英門 田川　美道 嶺井　和彦 田子　哲平 古市　衛良 友長　　悟

蔵田工業株式会社 株式会社堀内機械 東ソー株式会社 旭ホールディングス株式会社 音羽グループ 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 東ソー株式会社 三菱地所プロパティマネジメント株式会社

クラタ　タカハル ホリウチ　シンペイ モリノ　トシアキ ウネキ　タカシ ナカザワ　ジュンジ オオクラ　オサム タケモト　ヒデアキ オクムラ　シュウジ

蔵田　崇晴 堀内　晋平 森野　利昭 畝木　崇史 中沢　淳司 大倉　　治 竹本　秀明 奥村　秀二

株式会社堀内機械 東ソー株式会社 旭ホールディングス株式会社 リコージャパン株式会社 東ソー株式会社 株式会社吉永建設 リコージャパン株式会社 株式会社MORESCO

カネダ　サトル ナガトミ　ヨシヤ セキ　コウタ ヤマダ　ノブユキ カイカワ　タケシ ミヤモト　シゲル トツカ　シンゴ サカグチ　タクヤ

金田　　悟 永冨　喜也 関　　皐太 山田　宣之 開川　武史 宮本　　茂 戸塚　真吾 阪口　拓也

株式会社浅井 阪和興業株式会社 ダイハツ工業株式会社 NTTビジネスソリューションズ株式会社 NTTビジネスソリューションズ株式会社 株式会社吉永建設 ダイハツ工業株式会社 トヨタ自動車株式会社

スギモト　ユタカ クボヤマ　コウダイ コマツ　エイイチ シオタ　サトシ ヤマシタ　カズシ ナガレカワ　ヒロフミ マツモト　タカユキ クマ　ヒデトシ

杉本　　裕 久保山 広大 小松　栄一 塩田　　聡 山下　和志 流川　博文 松本　隆之 熊　　英利

阪和興業株式会社 株式会社浅井 JFEシビル株式会社 大和リース株式会社 三井住友信託銀行株式会社 株式会社浅井 株式会社福岡銀行 株式会社ドウシシャ

コバヤシ　マサカズ カシマ　ヒロキ カメダ　テツジロウ ノバタ　タカシ タケダ　ダイスケ オンダ　タクヤ ナカムラ　ダイ ナカイ　ショウキ

小林　正和 鹿島　裕樹 亀田 哲二郎 農端　　貴 武田　大輔 恩田　拓哉 中村　　大 中井　祥貴

近畿労働金庫 株式会社福岡銀行 インテル株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 トヨタ紡織株式会社 株式会社　三菱UFJ銀行 パナソニック株式会社 加西事業所 三井住友ファイナンス&リース株式会社

スガハラ　タカフミ ヤストミ　ショウジ ウノ　タカコ オカダ　クミ オノ　アキヒサ カワイ　ユウジ ヤマグチ　サトル ヒキチ　シンイチロウ

菅原　隆文 安冨　章二 宇野　貴子 岡田　久美 小野　晶久 河合　祐治 山口　　暁 引地 信一朗

株式会社三菱UFJ銀行 近畿労働金庫 株式会社 SCREEN ホールディングス 朝日ゴルフ株式会社 パナソニック株式会社 加西事業所 トヨタ紡織株式会社 株式会社長谷工コーポレーション 株式会社野村総合研究所

フカノ　ユウキ アベ　ナリト ホンダ　ユウキ クリヤマ　メグミ タケモト　ジュン ウメムラ　ミツヒロ ツサカ　エイジ ナガホリ　マサミチ

深野　勇樹 阿部　成人 本多　勇輝 栗山　　萌 竹本　　純 梅村　光弘 津坂　英二 長堀　大道

株式会社シティコミュニケーションズ 朝日ゴルフ株式会社 株式会社 SCREEN ホールディングス パナソニック株式会社 加西事業所 株式会社野村総合研究所 ヤマハ発動機株式会社 株式会社シティコミュニケーションズ 株式会社サンアロマ

マエダ　サトミ カワムラ　マシオ ソノダ　アツシ キムラ　コウジ ウサミ　キヨシ マツタケ　ケンイチロウ アサクラ　マモル スギヤマ　イサオ

前田　聖美 河村　真潮 園田　　敦 木村　浩司 宇佐美　清 松竹 研一郎 朝倉　　守 杉山　　勲

横須賀新聞店 株式会社クレスコ 株式会社東栄住宅 パナソニック株式会社 自営 コンポジットテクノ株式会社 株式会社東栄住宅 ヤマハ発動機株式会社

マツウラ　カツシ マツシタ　リュウノスケ タメマサ　ジュンヤ クリハラ　リク ニシワキ　マサキ ヤスフク　サトシ イワハシ　カズキ マツヤマ　サトヒコ

松浦　勝志 松下 龍之介 爲政　淳也 栗原　　陸 西脇　正喜 安福　　智 岩橋　和輝 松山　智彦

株式会社野村総合研究所 スポーツ医学発信所 キムラユニティー株式会社 パナソニック株式会社

スヤマ　ユウスケ ツジタ　セイヤ ナカイ  タカシ ヤマムラ　コウジ

須山　祐介 辻田　晴也 中居　貴司 山村　康治

注
意
事
項

第10回 RELO CLUB 全日本企業対抗ゴルフトーナメント
2022個人戦　全国決勝大会

【2023年1月20日(金)　ABCゴルフ倶楽部】

9 8:58 9

INOUT

1 8:02 1

2 8:09 2

3 8:16 3

4 8:23 4

7 8:44 7

5 8:30 5

6 8:37 6

8 8:51 8

注意事項
※この組合せは欠場者があった場合変更することがあります。
　組合せの変更に備え選手各位時間に余裕をもってご来場ください。
※大会当日、スロープレーヤーにはペナルティを科すことがあります。
　前の組との間隔が15分以上で警告、2回目の警告もしくは前の組との間隔が
　20分以上の場合は対象となる組の全員に1ペナルティとなります。プレーの進行に十分注意してください。
※受付にてお知らせされたお時間に所定の場所へ集合してください。
　スタートに遅れた場合失格となります。
※マナー、エチケットを守れない選手は出場をお断りする場合があります。

Facebookにて大会公式ファンページ開設！
 是非「いいね！」を押して一緒に大会を盛り上げよう！

 大会の写真、動画なども満載！
 http://www.facebook.com/home.php#!/welfarecup

10 9:05 10

11 9:12


