
選 手 名 フリガナ 企業名 チーム名 予選会場 選 手 名 フリガナ 企業名 チーム名 予選会場

水野谷　明 ミズノヤ　アキラ 浮所　裕史 ウキショ　ヒロフミ

小林　大輔 コバヤシ　ダイスケ 古財　隆明 コザイ　タカアキ

中岡　伸夫 ナカオカ　ノブオ 平塚　政幸 ヒラツカ　マサユキ

田中　博文 タナカ　ヒロフミ 前田　昇吾 マエダ　ショウゴ

足利　慶二 アシカガ　ケイジ 南条　　勝 ナンジョウ　マサル

持田　雅江 モチダ　マサエ 名倉　真史 ナクラ　シンジ

高橋　康之 タカハシ　ヤスユキ 春日　静夫 カスガ　シズオ

能登　直哉 ノト　ナオヤ 弘田　隆一 ヒロタ　リュウイチ

根本　正広 ネモト　マサヒロ 澤田　　肇 サワダ　ハジメ

石井　　卓 イシイ　タク 福泉　武志 フクイズミ　タケシ

天村　公祐 アマムラ　コウスケ 松本　隆之 マツモト　タカユキ

富岡　英人 トミオカ　ヒデト 松木　 卓茂 マツキ 　タクモ

樋口　丈洋 ヒグチ　タケヒロ 西出　浩二 ニシデ　コウジ

大野　行史 オオノ　ユキフミ 竹本　博紀 タケモト　ヒロキ

古川　武志 フルカワ　タケシ 内山　景志 ウチヤマ　ケイジ

古川　志野 フルカワ　シノ 大崎　洋平 オオサキ　ヨウヘイ

大林　拓磨 オオバヤシ　タクマ 杉山　和志 スギヤマ　カズシ

大林　弥生 オオバヤシ　ヤヨイ 白石 友太朗 シライシ　トモタロウ

奈須本　亮 ナスモト　リョウ 菊川 由美子 キクガワ　ユミコ

西田 顕太郎 ニシダ　ケンタロウ 太田　明美 オオタ　アケミ

久保田 秀尚 クボタ　ヒデナオ 堀越　良一 ホリコシ　リョウイチ

倉本　　潤 クラモト　ジュン 小林　義徳 コバヤシ　ヨシナリ

栗山　　萌 クリヤマ　メグミ 後藤　勝利 ゴトウ　カツトシ

河村　真潮 カワムラ　マシオ 沢畠　俊明 サワハタ　トシアキ

春山　明博 ハルヤマ　アキヒロ 村上　和隆 ムラカミ　カズタカ

朝倉　　守 アサクラ　マモル 中島 健太郎 ナカジマ　ケンタロウ

勝井　裕也 カツイ　ユウヤ 大西　浩夫 オオニシ　ヒロオ

木村　正隆 キムラ　マサタカ 新山　文夫 ニイヤマ　ノリオ

尾坂　孝幸 オサカ　タカユキ 桒野　慎吾 クワノ　シンゴ

後藤　昭憲 ゴトウ　アキノリ 小泉　照平 コイズミ　ショウヘイ

竹下　秀夫 タケシタ　ヒデオ 植田　雪雄 ウエダ　ユキオ

宮本　丈司 ミヤモト　タケシ 本多 美津子 ホンダ ミツコ

木村　直人 キムラ　ナオト 田口　　良 タグチ　リョウ

辻　　智哉 ツジ　トモヤ 関根　裕一 セキネ　ユウイチ

菅原　隆文 スガハラ　タカフミ 早川　佳孝 ハヤカワ　ヨシタカ

今中　輝明 イマナカ　テルアキ 鈴木　英昭 スズキ　ヒデアキ

岸田　佑典 キシダ　ユウスケ 石田　三男 イシダ　ミツオ

髙安　裕太 タカヤス　ユウタ 井上　隆夫 イノウエ　タカオ

吉野　　章 ヨシノ　アキラ 和田　　理 ワダ　サトル

中川　　剛 ナカガワ　ツヨシ 長谷川 敏朗 ハセガワ トシロウ

寳部　勝彦 タカラベ　カツヒコ 長堀　大道 ナガホリ　マサミチ

小佐古 哲哉 コサコ　テツヤ 宇佐美　清 ウサミ　キヨシ

新島　有稀 ニイジマ　ユキ 佐々木　均 ササキ　ヒトシ

植手　真美 ウエテ　マミ 安田　和彦 ヤスダ　カズヒコ

望月　秀一 モチヅキ　ヒデカズ 轟　　泰一 トドロキ　ヒロカズ

石川　隆正 イシカワ　タカマサ 長屋　　健 ナガヤ　ケン

西脇　正喜 ニシワキ　マサキ 紺野　　勝 コンノ　マサル

髙林　和也 タカバヤシ　カズヤ 新富　明男 シントミ　アキオ

政安　徹也 マサヤス　テツヤ 田澤　栄二 タザワ　エイジ

姫田　康司 ヒメダ　コウジ 舟生　大海 フニュウ　ヒロミ

須山　祐介 スヤマ　ユウスケ 早坂　美和 ハヤサカ　ミワ

大城 遼太郎 オオシロ　リョウタロウ 岡山　由紀 オカヤマ　ユキ

和田　考行 ワダ　タカユキ 合澤　貴博 アイザワ　タカヒロ

青木　　啓 アオキ　ヒラク 牧野　哲也 マキノ　テツヤ

中田　綾乃 ナカタ　アヤノ 加藤 満春雄 カトウ　マスオ

泉谷　若菜 イズミタニ　ワカナ 松下 龍之介 マツシタ リュウノスケ

根本　道之 ネモト　ミチユキ

眞鳥　　翔 マトリ　ショウ

西村　考史 ニシムラ　タカシ

桐原　　朗 キリハラ　アキ

Team KDK シニア

10

山陽特殊製鋼株式会社 IMO会 NTT西日本グループ team 隼

10

三菱商事株式会社 MC GOLF TEAM -A

9:21

関東電化工業株式会社【関東地区予選 川越 3位】

【関西地区予選 ABC 3位】

【関東地区予選 セントラル 4位】

【関西地区予選 千刈 3位】

チームMIF

9

近畿労働金庫 ビッグウェーブ 株式会社ベルピース 中京学院大中京ＯＢ会

9

日本ペイントホールディングス株式会社 Co.to.Re

9:12

三井物産アイ・ファッション株式会社【関西地区予選 千刈 4位】

【関西地区予選 ABC 4位】

【関東地区予選 セントラル 5位】

【関西地区予選 城陽 5位】

GRIP

8

株式会社B3 チームおばかさん 株式会社 投資72 マリンタワー

8

大和リース株式会社 Ｔｅａｍ－B

9:03

TOYO TIRE 株式会社【関西地区予選 千刈 5位】

【関東地区予選 佐倉 4位】

ＨＣ-Ａチーム

7

きむら歯科醫院 医療法人K．D．T 医療法人育和会 育和会記念病院 Ikuwakai Golf Club 2/9

7

株式会社シティコミュニケーションズ チーム街Ａ

8:54

株式会社 長谷工コーポレーション【関東地区予選 川越 5位】

【関西地区予選 ABC 5位】

Ｔｅａｍ－Ａ

6

朝日ゴルフ株式会社 ましおとめぐみ 株式会社 日立製作所 大みかチームB

6

株式会社シティコミュニケーションズ チーム街Ｂ

8:45

大和リース株式会社【関東地区予選 川越 7位】

【関西地区予選 城陽 7位】

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

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。

　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。

※組合せ表の左側は選手名、右側は企業名・チーム名です。

№

1

2

3

4

5

RoHS2対応

大みかチームＣ

TEAM KFF

ゴルフ部

RAS

チーム　り・ぶーん

もんすた～えなじ～

DSCP

A2（エイツー）

三鬼化成株式会社

株式会社 日立製作所

関西フエルトファブリック株式会社

千代田化工建設株式会社

株式会社理学相原精機

ダイハツ工業株式会社

有限会社 一建設工業

GOLF WING

やよい

8:00

8:09

8:18

8:27

8:36

【関西地区予選 千刈 7位】

【関西地区予選 ABC 7位】

【関東地区予選 佐倉 6位】SOMPOひまわり生命保険株式会社 チームポンポン

第3回　BUZZ GOLF 全日本企業対抗ゴルフトーナメント　『EAGLE VISION CUP2019 ダブルススクランブル』
全国決勝大会 組合せ表

【1月25日（土）浜松シーサイドゴルフクラブ】

№

1

2

3

4

5

株式会社日本エスコン

グローリー株式会社

東松山

日本化薬株式会社

株式会社 仙台銘板

アデコ株式会社

新電元メカトロニクス株式会社

株式会社ファイン

株式会社 弥生工務店

スタート
時間

第一三共ケミカルファーマ株式会社

エイツーヘルスケア株式会社

伊勢赤十字病院 クロワルージュ伊勢

ESCON　JAPAN

11

株式会社 縁 チーム縁A

9:30

株式会社野村総合研究所 NAG-K

11

三井住友海上火災保険株式会社 チームYS 株式会社 佐々木製作所 チームシャイング

【関東地区予選 セントラル 3位】

【2018全国決勝 5位】

【関東地区予選 佐倉 3位】

【関西地区予選 城陽 3位】

12

富士市役所 富士市役所

9:39

有限会社 轟直線工業所 スリーカーズ

12

本田技研工業株式会社 鈴鹿製作所 本田Ｓ 成友興業株式会社 ゴルフ部

【関東地区予選 川越 2位】

【関西地区予選 城陽 2位】

【関西地区予選 ABC 2位】

【関東地区予選 佐倉 2位】

13

三建設備工業株式会社 おじさんず

9:48

株式会社 日立製作所 大みかチームA

13

株式会社野村総合研究所 チーム若造 カイロプラクティック　笑くぼ 笑くぼ

【関西地区予選 ABC 1位】

【関東地区予選 佐倉 1位】

【関東地区予選 セントラル 2位】

【関西地区予選 千刈 2位】

14

全日本空輸株式会社 AGC

9:57

株式会社ほけんの１１０番 チームほっとん

14

三井住友海上火災保険株式会社 チームA 株式会社 クレスコ 鱒と龍

【関東地区予選 川越 1位】

【2018全国決勝 優勝】

【関西地区予選 千刈 1位】

【関東地区予選 セントラル 1位】

10:06

住友ゴム工業株式会社 ギャップ萌え

15

三菱商事ライフサイエンス株式会社 MCLS

【関西地区予選 城陽 1位】

【2018全国決勝 3位】

　O U T I　N

【関東地区予選 佐倉 10位】

【関東地区予選 川越 11位】

【関東地区予選 川越 10位】

【関東地区予選 セントラル 9位】

【関東地区予選 川越 9位】

【関東地区予選 佐倉 7位】

【関東地区予選 川越 6位】

【関東地区予選 川越 15位】

【関東地区予選 セントラル 12位】

【関東地区予選 佐倉 8位】

【関東地区予選 川越 14位】

【関東地区予選 川越 12位】

【関西地区予選 千刈 10位】

【関西地区予選 ABC 9位】

チーム よろこんで

hmcc

KAYAKU Spirit-A

チーム メイバン

ゴルフ実業団

SMTゴルフ同好会

【関東地区予選 川越 8位】

【関東地区予選 川越 13位】

【関西地区予選 ABC 8位】

【関西地区千刈予選 8位】

【関東地区予選 セントラル 7位】

【関東地区予選 セントラル 6位】

【関西地区予選 ABC 6位】

【関西地区予選 城陽 6位】

【関東地区予選 佐倉 5位】


