
選 手 名 フリガナ 企業名 チーム名 選 手 名 フリガナ 企業名 チーム名

髙安　裕太 タカヤス　ユウタ 藤井　大介 フジイ　ダイスケ

岸田　佑典 キシダ　ユウスケ 金子　　剛 カネコ　ツヨシ

中井　信吾 ナカイ　シンゴ 村上　和隆 ムラカミ　カズタカ

川上　祐毅 カワカミ　ユウキ 籠島　　巧 カゴシマ　タクミ

吉田　牧人 ヨシダ　マキト 竹下　秀夫 タケシタ　ヒデオ

日野　智樹 ヒノ　トモキ 宮本　丈司 ミヤモト　タケシ

相原　一雄 アイハラ　カズオ 嶌田　兼光 シマダ　カネミツ

秋山　隆人 アキヤマ　タカヒト 宇佐美　清 ウサミ　キヨシ

長堀　大道 ナガホリ　マサミチ 伊藤　祐太 イトウ　ユウタ

久保　並城 クボ　ナミキ 井上　陽平 イノウエ　ヨウヘイ

榎本　　剛 エノモト　ゴウ 澤井　　均 サワイ　ヒトシ

及川　良三 オイカワ　リョウゾウ 澤井　綾子 サワイ　アヤコ

奈須本　亮 ナスモト　リョウ 久保　幸一 クボ　コウイチ

西田 顕太郎 ニシダ　ケンタロウ 吉野　新吾 ヨシノ　シンゴ

小野　高明 オノ　タカアキ 川越 寿美代 カワゴエ　スミヨ

伊原　　寿 イハラ　ヒサシ 大島　　浩 オオシマ　ヒロシ

北村　吉弘 キタムラ　ヨシヒロ 長瀬　宇拡 ナガセ　タカヒロ

岩下 順二郎 イワシタ　ジュンジロウ 川崎　靖弘 カワサキ　ヤスヒロ

田口　　良 タグチ　リョウ 市川　寛素 イチカワ　ヒロモト

関根　裕一 セキネ　ユウイチ 菱沼　美子 ヒシヌマ　ヨシコ

大美　雅敬 オオミ　マサユキ 香川　朋彦 カガワ　トモヒコ

山田　英樹 ヤマダ　ヒデキ 服部　浩史 ハットリ　ヒロシ

根本　正広 ネモト　マサヒロ 中岡　伸夫 ナカオカ　ノブオ

石井　　卓 イシイ　タク 田中　博文 タナカ　ヒロフミ

永瀬　　秀 ナガセ　シュウ 佐藤　尚智 サトウナリ　トモ

望月　匡貴 モチヅキ　マサキ 高橋　　忍 タカハシ　シノブ

井本 佳代子 イモト　カヨコ 矢澤　正美 ヤザワ　マサミ

矢野　和美 ヤノ　カズミ 吉田　美和 ヨシダ　ミワ

神田　政則 カンダ　マサノリ 高橋　康之 タカハシ　ヤスユキ

藤井　治彦 フジイ　ハルヒコ 篠塚　孝幸 シノツカ　タカユキ

新留　正朗 ニイトメ　マサロウ 平岡　　博 ヒラオカ　ヒロシ

手島　　隆 テシマ　タカシ 眞柄　尚美 マガラ　ナオミ

橋本　浩平 ハシモト　コウヘイ 鹿島　裕樹 カシマ　ヒロキ

藤澤　博章 フジサワ　ヒロアキ 恩田　拓哉 オンダ　タクヤ

青柳　　剛 アオヤギ　ゴウ 下山　一平 シモヤマ　イッペイ

井上 裕太郎 イノウエ　ユウタロウ 河崎 賢一郎 カワサキ　ケンイチロウ

スタート
時間

株式会社 すみせい

ENEOS株式会社

株式会社ゆうちょ銀行 ペイレンジャー

MC GOLF TEAM-X

　O U T I　N
№

1

2

3

4

5

三菱商事株式会社

富士ゼロックス株式会社

株式会社長谷工コーポレーション

富士ゼロックス株式会社

株式会社野村総合研究所

エーザイ株式会社

SOMPOひまわり生命保険株式会社

株式会社 NTTドコモ

株式会社リクルートライフスタイル Aチーム

8:24

8:32

8:40

8:48

8:56

三井物産アイ・ファッション株式会社 チームMIF

beat

長谷工Bチーム

TEAM AI

NAG-G

チョコラ

帰ってきたチームポンポン

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

MAD

長谷工Aチーム

チームおばかさん

NRI_ゴルフ道

東京鋼材株式会社

パブリックバス

達人ゴルファー

COREna108

ENEOS X PRIME

松戸市役所

株式会社長谷工コーポレーション

株式会社B3

株式会社 野村総合研究所

東京鋼材株式会社

オフィスプラネット

埼玉県立浦和東高等学校

ドコモゴルフクラブ

ENEOS X

6

株式会社 仙台銘板 チーム　メイバン グローリー株式会社 ちーむ”よろこんで”

6

株式会社リクルートライフスタイル Bチーム

9:04

ENEOS株式会社

フォワード98

7

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 ADゴルフ部IY あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 ADゴルフ部YY

7

株式会社ナガセ内装 TEAM 軽天屋

9:12

フォワード98株式会社

KAYAKU Spirit-A

8

株式会社ディスコ ディスコAチーム あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 ADゴルフ部HM

8

株式会社 大林組 チームKF

9:20

日本化薬株式会社

チームＡＳＡＩ

9

加賀電子株式会社 KGAI 加賀電子株式会社 HAPPY 0801

9

株式会社ディスコ ディスコＢチーム

9:28

株式会社浅井

9:32

第4回　BUZZ GOLF 全日本企業対抗ゴルフトーナメント　『EAGLE VISION CUP2020 ダブルススクランブル』
東日本A予選大会 組合せ表

【11月3日（火祝）取手国際ゴルフ倶楽部　東コース】

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

スタート
時間

8:28

8:36

8:44

8:52

9:00

9:08

9:16

9:24


