
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

木村　文映 キムラ　フミアキ 米倉 雄一郎 ヨネクラ　ユウイチロウ

角　　知則 スミ　トモノリ 髙尾　陽介 タカオ　ヨウスケ

香川　朋彦 カガワ　トモヒコ 相原　一雄 アイハラ　カズオ

服部　浩史 ハットリ　ヒロシ 中井　信吾 ナカイ　シンゴ

農端　　貴 ノバタ　タカシ ― ―

森本　浩史 モリモト　ヒロシ ― ―

阪口　拓也 サカグチ　タクヤ ― ―

若林　明伸 ワカバヤシ　アキノブ ― ―

末廣　浩司 スエヒロ　コウジ 新富　明男 シントミ　アキオ

大河内 佑哉 オオコウチ　ユウヤ 萩森　孝紀 ハギモリ　タカノリ

木場田　忠 キバタ　タダシ 湯浅　孝志 ユアサ　タカシ

遠藤　稔光 エンドウ　トシミツ 今里　仁美 イマザト　ヒトミ

檜田　崇博 ヒワダ　タカヒロ 木村　直人 キムラ　ナオト

川口　智哉 カワグチ　トモヤ 辻　　智哉 ツジ　トモヤ

尾坂　孝幸 オサカ　タカユキ 榎本　　剛 エノモト　ゴウ

内田　雅治 ウチダ　マサハル 及川　良三 オイカワ　リョウゾウ

― ― 森川　俊宏 モリカワ　トシヒロ

― ― 上村　恵吾 カミムラ　ケイゴ

― ― 渡邉　圭太 ワタナベ　ケイタ

― ― 木所　隆介 キドコロ　リュウスケ

根本　道之 ネモト　ミチユキ 藤　　智秀 フジ　トモヒデ

眞鳥　　翔 マトリ　ショウ 亀井　哲洋 カメイ　テツヒロ

渡部　紀之 ワタナベ　ノリユキ 白石 友太朗 シライシ　トモタロウ

芹澤　智之 セリザワ　トモユキ 杉山　和志 スギヤマ　カズシ

合澤　貴博 アイザワ　タカヒロ 久保田 紘平 クボタ　コウヘイ

牧野　哲也 マキノ　テツヤ 藤村　篤志 フジムラ　アツシ

樋口　丈洋 ヒグチ　タケヒロ 川瀬 真奈香 カワセ　マナカ

大野　行史 オオノ　ユキフミ 中村　祐之 ナカムラ　ヒロユキ

西脇　正喜 ニシワキ　マサキ 鹿島　裕樹 カシマ　ヒロキ

髙林　和也 タカバヤシ　カズヤ 恩田　拓哉 オンダ　タクヤ

吉川　通彦 ヨシカワ　ミチヒコ 菊川 由美子 キクガワ　ユミコ

河村　真潮 カワムラ　マシオ 太田　明美 オオタ　アケミ

山口　　亮 ヤマグチ　マコト 橋本　弘光 ハシモト　ヒロミツ

橋本　貴紀 ハシモト　タカノリ 野口　誠一郎 ノグチ　セイイチロウ

朝倉　　守 アサクラ　マモル 渡邊　裕樹 ワタナベ　ユウキ

前田　聖美 マエダ　サトミ 鶴岡　武人 ツルオカ　タケト

辻田　晴也 ツジタ　セイヤ 伊與久 優二 イヨク　ユウジ

辻田　　智 ツジタ　サトル 加藤　了資 カトウ　リョウスケ

藤井　大介 フジイ　ダイスケ 丸山　恭一 マルヤマ　キョウイチ

金子　　剛 カネコ　ツヨシ 宮崎　邦彦 ミヤザキ　クニヒコ

伊藤　祐太 イトウ　ユウタ 田中　義浩 タナカ　ヨシヒロ

井上　陽平 イノウエ　ヨウヘイ 大石　好之 オオイシ　ヨシユキ

松下 龍之介 マツシタ　リュウノスケ 澤井　　均 サワイ　ヒトシ

長田　匡生 オサダ　マサキ 澤井　綾子 サワイ　アヤコ

日本通運A

10

松戸市役所 MAD 株式会社サンスタッフ ライジングサンスタッフ

10

スポーツ医学発信所 スポーツ医学発信所

9:20

日本通運株式会社【西日本B予選 第1位】

【東日本A予選 第2位】

【東日本C予選 第2位】

【西日本A予選 第2位】

メディゴル

9

株式会社シティコミュニケーションズ チーム街A 日本通運株式会社 日本通運B

9

朝日ゴルフ株式会社 AGe AGe

9:12

ペットライン株式会社【西日本D予選 第2位】

【東日本C予選 第1位】

【西日本B予選 第3位】

【東日本C予選 第6位】

チームＡＳＡＩ

8

朝日ゴルフ株式会社 AGe一軍 伊勢赤十字病院 クロワルージュ伊勢

8

本田技研工業株式会社 鈴鹿製作所 本田Ｓ

9:04

株式会社浅井【2019全国決勝 第3位】

【西日本B予選 第2位】

【東日本A予選 第6位】

【2019全国決勝 第4位】

7

新電元メカトロニクス株式会社 SMTゴルフ同好会 株式会社植木組 UEKI136

7

株式会社 ほけんの110番 チームほっとんA

8:56

テラダ産業株式会社【西日本A予選 第3位】

【東日本B予選 第2位】

6

株式会社　ニトリ NGF チームN エイツーヘルスケア株式会社 A2

Ｔｅａｍ－C

―

6

住友ゴム工業株式会社 ギャップ萌え

8:40

株式会社 ほけんの110番【2019全国決勝 第5位】

【東日本B予選 第9位】

№

1

2

3

4

5

エルゴルフ

TEAM AI

―

―

ゴルフ部

くりあがり

Co.to.Re

チョコラ

生き返ったみやちゃん

【西日本C予選 第3位】

【東日本A予選 第21位】

―

―

【東日本B予選 第10位】

【西日本C予選 第13位】

【西日本A予選 第9位】

8:00

8:08

8:16

8:24

8:32

【西日本B予選 第10位】

―

―― ―

【西日本C予選 第15位】

【東日本A予選 第11位】

【西日本D予選 第11位】

【西日本B予選 第7位】

【東日本B予選 第7位】

【西日本C予選 第10位】

【西日本B予選 第5位】

ENEOS X

Ｔｅａｍ－D

水と油と高分子

MISTS

Team KINRYO Ⅰ

飛ばし屋と安定

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』
全国決勝大会 組合せ表

【5月21日（金）葛城ゴルフ倶楽部　山名コース】

№

1

2

3

4

5

日鉄エンジニアリング株式会社

ENEOS株式会社

大和リース株式会社

株式会社MORESCO

伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社

KINRYO KOGYO co.,LTD

東京海上日動あんしん生命保険株式会社

大和リース株式会社

―

スタート
時間

エーザイ株式会社

エーザイ株式会社

株式会社講談社 チーム４F

イーグルスSK

　O U T I　N

11

東京鋼材株式会社 東京鋼材株式会社

9:28

しずおか焼津信用金庫 しずおか焼津信用金庫

11

株式会社 クレスコ 鱒と龍 オフィスプラネット パブリックバス

【東日本A予選 第1位】

【2019全国決勝 優勝】

【東日本D予選 第1位】

【東日本A予選 第5位】

株式会社 髙陽

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

【東日本A予選 第9位】

【西日本C予選 第14位】

【東日本B予選 第8位】

【西日本A予選 第4位】

【東日本B予選 第4位】

【西日本D予選 第5位】

【東日本C予選 第3位】

―

―

成友興業株式会社

株式会社 スターフライヤー

日本ペイント•インダストリアルコーディングス株式会社

チームほっとんB

coyote

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。


