
選手名 フリガナ 企業名 チーム名 順位 選手名 フリガナ 企業名 チーム名 順位

上野平 俊也 ウエノヒラ　トシヤ 梅村　光弘 ウメムラ　ミツヒロ

内山　雄介 ウチヤマ　ユウスケ 楯列　正浩 タテナミ　マサヒロ

菊川 由美子 キクガワ　ユミコ 髙尾　陽介 タカオ　ヨウスケ

太田　明美 オオタ　アケミ 米倉 雄一郎 ヨネクラ　ユウイチロウ

渕上 真之介 フチガミ　シンノスケ 内山　景志 ウチヤマ　ケイジ

坂谷　敦司 サカタニ　アツシ 秋山　博則 アキヤマ　ヒロノリ

関口　雅博 セキグチ　マサヒロ 白山　雅一 シロヤマ　マサカズ

小林　宏一 コバヤシ　コウイチ 白山　善一 シロヤマ　ヨシカズ

松木　卓茂 マツキ　タクモ 井藤　俊一 イトウ　シュンイチ

岡田　圭司 オカダ　ケイジ 花坂　利英 ハナサカ　トシヒデ

木所　隆介 キドコロ　リュウスケ 武田　道夫 タケダ　ミチオ

渡邉　圭太 ワタナベ　ケイタ 小野　晶久 オノ　アキヒサ

中井　信吾 ナカイ　シンゴ 筒井　宏和 ツツイ　ヒロカズ

遠山　敏正 トオヤマ　トシマサ 丹波　　務 タンバ　ツトム

森本　浩史 モリモト  ヒロシ 多根　直隆 タネ　ナオタカ

石井　　亮 イシイ　リョウ 多根　孝子 タネ　タカコ

文箭　将之 ブンヤ　マサユキ

干潟　健夫 ヒカタ　タケオ

熊谷　　隆 クマガイ　リュウ 瓦田　尚宏 カワラダ　タカヒロ

岩村　昌樹 イワムラ　マサキ 谷口　元英 タニグチ　モトヒデ

湯浅　孝志 ユアサ　タカシ 加藤　了資 カトウ　リョウスケ

太田　広樹 オオタ　ヒロキ 渡邊　裕樹 ワタナべ　ユウキ

農端　　貴 ノバタ　タカシ 武田　行平 タケダ　コウヘイ

内田　雅治 ウチダ　マサハル 上村　恵吾 カミムラ　ケイゴ

檜田　崇博 ヒワダ　タカヒロ 田口　　良 タグチ　リョウ

川口　智也 カワグチ　トモヤ 関根　裕一 セキネ　ユウイチ

伊東　靖彦 イトウ　ヤスヒコ 望月　秀一 モチヅキ　ヒデカズ

河合　祐治 カワイ　ユウジ 石川　隆正 イシカワ　タカマサ

中岡　伸夫 ナカオカ　ノブオ 森川　俊宏 モリカワ　トシヒロ

田中　博文 タナカ　ヒロフミ 木村　暢臣 キムラ　ノブオミ

轟　　泰一 トドロキ　ヒロカズ 紺野　　勝 コンノ　マサル

長屋　　健 ナガヤ　ケン 新富　明男 シントミ　アキオ

田中　義浩 タナカ　ヨシヒロ 北村　吉弘 キタムラ　ヨシヒロ

大石　好之 オオイシ　ヨシユキ 岩下 順二郎 イワシタ　ジュンジロウ

松竹 研一郎 マツタケ　ケンイチロウ 小佐古 哲哉 コサコ　テツヤ

蔦木 加代子 ツタキ　カヨコ 森　　義憲 モリ　ヨシノリ

爲政　淳也 タメマサ　ジュンヤ 末廣　浩司 スエヒロ　コウジ

中川　直紀 ナカガワ　ナオキ 大河内 佑哉 オオコウチ　ユウヤ

高島　幹展 タカシマ　ミキノリ 榎本　　剛 エノモト　ゴウ

篠塚　高宏 シノヅカ　タカヒロ 及川　良三 オイカワ　リョウゾウ

原　　隆 ハラ　タカシ 林　　知幸 ハヤシ　トモユキ

山崎　美希 ヤマザキ　ミキ 倉岡　俊輔 クラオカ　シュンスケ

佐藤　哲生 サトウ　テツオ 松山　智彦 マツヤマ　サトヒコ

山内　惠司 ヤマウチ　ケイジ 山口　好男 ヤマグチ　ヨシオ

島村　卓樹 シマムラ　タカキ 早川　佳孝 ハヤカワ　ヨシタカ

森戸　秀知 モリト　ヒデトモ 鈴木　英昭 スズキ　ヒデアキ

高島　　徹 タカシマ　トオル 若林　明伸 ワカバヤシ　アキノブ

財間　修二 ザイマ　シュウジ 阪口　拓也 サカグチ　タクヤ

溝口　篤志 ミゾグチ　アツシ 石川　亮一 イシカワ　リョウイチ

溝口　晴美 ミゾグチ　ハルミ 尾崎　貴之 オザキ　タカユキ

大西　浩夫 オオニシ　ヒロオ 佐々木　均 ササキ　ヒトシ

新山　文夫 ニイヤマ　ノリオ 安田　和彦 ヤスダ　カズヒコ

長堀　大道 ナガホリ　マサミチ 北村　卓也 キタムラ　タクヤ

吉積　　潔 ヨシヅミ　キヨシ 南部　久典 ナンブ　ヒサノリ

鹿島　裕樹 カシマ　ヒロキ 川瀬 真奈香 カワセ　マナカ

恩田　拓哉 オンダ　タクヤ 中村　祐之 ナカムラ　ヒロユキ

丸山　恭一 マルヤマ　キョウイチ 粉川　元気 コカワ　ゲンキ

丸山　純志 マルヤマ　アツシ 小沢　孝貴 オザワ　コウキ

樋口　丈洋 ヒグチ　タケヒロ 西脇　正喜 ニシワキ　マサキ

大野　行史 オオノ　ユキフミ 高林　和也 タカバヤシ　カズヤ

和田　卓也 ワダ　タクヤ 松岡　英志 マツオカ　ヒデユキ

堀　　秀樹 ホリ　ヒデキ 小松　夏樹 コマツ　ナツキ

寺田　琢哉 テラダ　タクヤ 根本　道之 ネモト　ミチユキ

森川　英門 モリカワ　ヒデト 眞鳥　　翔 マトリ　ショウ

辻田　晴也 ツジタ　セイヤ 玉川　貴文 タマガワ　タカフミ

辻田　　智 ツジタ　サトル 大藤　直人 オオフジ　ナオト

三宅　正也 ミヤケ　マサヤ 杉山　和志 スギヤマ　カズシ

平賀　崇朗 ヒラガ　タカアキ 白石 友太朗 シライシ　トモタロウ

久保田 秀尚 クボタ　ヒデナオ 香川　朋彦 カガワ　トモヒコ

倉本　　潤 クラモト　ジュン 長瀬　宇拡 ナガセ　タカヒロ

神原　圭宏 カミハラ　ヨシヒロ 小林　数誉 コバヤシ　カズタカ

土城　弘大 ドキ　コウタ 大岸　義治 オオギシ　ヨシハル

柴田　泰三 シバタ　タイゾウ 大野　隆平 オオノ　リュウヘイ

岸田　佑典 キシダ　ユウスケ 髙安　裕太 タカヤス　ユウタ

朝倉　　守 アサクラ　マモル 吉川　通彦 ヨシカワ　ミチヒコ

前田　聖美 マエダ　サトミ 河村　真潮 カワムラ　マシオ

藤井　大介 フジイ　ダイスケ

金子　　剛 カネコ　ツヨシ

澤井　　均 サワイ　ヒトシ

澤井　綾子 サワイ　アヤコ

【東日本B予選 第6位】

【東日本A予選 第3位】

【西日本C予選 第4位】

【東日本A予選 第6位】

【2020全国決勝<IN> 第1位】

【東日本B予選 第4位】

【東日本D予選 第3位】

【東日本D予選 第6位】

【西日本B予選 第5位】

【東日本C予選 第8位】

【西日本A予選 第10位】

【東日本B予選 第7位】

【西日本A予選 第14位】

【東日本C予選 第7位】

【東日本D予選 第10位】

【東日本A予選 第9位】

【東日本D予選 第11位】

【西日本D予選 第3位】

【東日本A予選 第5位】

【西日本A予選 第7位】

【東日本C予選 第9位】

【西日本A予選 第9位】

【東日本C予選 第3位】

【東日本B予選 第2位】

【西日本A予選 第5位】

【2020全国決勝<OUT> 第3位】

【西日本B予選 第2位】

【西日本A予選 第16位】

【東日本A予選 第10位】

【西日本C予選 第3位】

【西日本D予選 第1位】

【西日本B予選 第8位】

【東日本C予選 第4位】

【東日本A予選 第7位】

【西日本A予選 第10位】

10:40

松戸市役所 MAD

20

オフィスプラネット パブリックバス

【東日本D予選 第1位】

【2020全国決勝<IN> 第2位】

19

三菱商事株式会社 MC Golf Team A

10:32

三菱商事株式会社 MC Golf Team B

19

株式会社シティコミュニケーションズ チーム街A 朝日ゴルフ株式会社 AGe一軍

【東日本C予選 第1位】

【2020全国決勝<OUT> 第1位】

【東日本C予選 第2位】

【西日本A予選 第1位】

18

株式会社シティコミュニケーションズ チーム街C

10:24

ENEOS株式会社 ENEOS　X

18

野村證券株式会社 Nomura men 桜マテリアル株式会社 仕事もゴルフも一生懸命！

【東日本C予選 第6位】

【東日本A予選 第1位】

【東日本A予選 第8位】

【西日本B予選 第1位】

17

スポーツ医学発信所 スポーツ医学発信所、辻田智・辻田晴也

10:16

東海環境事業株式会社 Big Ball

17

TOYO TIRE 株式会社 TOYO TIRE Bチーム エイツーヘルスケア株式会社 A2

【東日本A予選 第2位】

【西日本B予選 第7位】

【西日本A予選 第3位】

【東日本B予選 第1位】

16

宝塚ゴルフ倶楽部 H&W

10:08

山梨大学 チームPINE

16

住友生命保険相互会社 保険デザイン 住友ゴム工業株式会社 ギャップ萌え【西日本A予選 第2位】

【東日本D予選 第2位】

【西日本B予選 第3位】

15

株式会社サンスタッフ ライジングサンスタッフ

10:00

株式会社 東海理化 TR SPORT

15

新電元メカトロニクス株式会社 SMTゴルフ同好会 本田技研工業株式会社 鈴鹿製作所 ホンダ‐S

【東日本D予選 第4位】

【西日本A予選 第4位】

14

株式会社野村総合研究所 かずさ2号

9:52

株式会社 豊田自動織機 TICO刈谷

14

株式会社浅井 チーム浅井 株式会社植木組 UEKI137

【東日本D予選 第5位】

【東日本B予選 第3位】

13

羽田空港交通株式会社 きゃぎっぽ

9:44

有限会社トラストワン トラストワン

13

医療法人育和会　育和会記念病院 Ikuwakai Golf Club 株式会社佐々木製作所 チーム凸凹

【東日本A予選 第4位】

【西日本B予選 第6位】

【西日本A予選 第8位】

11

ヤマハ発動機株式会社 ヤマハ発動機A1

9:28

株式会社ビーエスフジ ＢＳフジ

11

株式会社東栄住宅 Aチーム ヤマハ発動機株式会社 ヤマハ発動機Ｂ2

【東日本D予選 第7位】

【東日本B予選 第5位】

№

1

2

3

4

5

フジテック株式会社

伊勢赤十字病院

レノボ・ジャパン合同会社

株式会社昭和システムエンジニアリング

ダイハツ工業株式会社

株式会社講談社

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

大和リース株式会社

株式会社三友ロジスティクス

　O U T

【東日本A予選 第12位】

【西日本A予選 第16位】

【西日本B予選 第11位】

【東日本B予選 第10位】

【西日本D予選 第4位】

【東日本B予選 第9位】

【東日本C予選 第5位】

スタート時間

チーム テッキーA トヨタ紡織株式会社

株式会社 高陽

第一三共ケミカルファーマ株式会社

株式会社　山富舗道

第一三共株式会社

トヨタ紡織株式会社

クロワルージュ・伊勢

Team West

昭和ゴルフ

DNGS Aチーム

チーム4F

I　N

【東日本D予選 第12位】

【西日本C予選 第2位】

【東日本C予選 第10位】

【西日本D予選 第5位】

【東日本A予選 第11位】

【東日本D予選 第9位】

だいわりす近畿-A

NX チームA

8:00

8:08

8:16

8:24

8:32

株式会社 旭粧材

アムジェン株式会社

TIS株式会社 TIS大阪ゴルフ部

TB猿投

エルゴルフ

DSCP

チームホワイトブラザーズ

DSGチームX

TB刈谷

NX チームB

TEAM 5050

チーム メタボーズ

Mr.Apeos 日本通運株式会社

三友グループゴルフ同好会

飛んでけドライバー

有限会社 轟直線工業所 スリーカーズ 成友興業株式会社 チーム新紺

8

グローリー株式会社 チームよろこんで

8:56

エーザイ株式会社

大和リース株式会社 だいわりす近畿-C エーザイ株式会社 チーピンズ

6

7

東京海上日動あんしん生命保険株式会社 1日8アポ

8:48

三井物産アイ・ファッション株式会社

株式会社スターフライヤー ブラックスワン

8:40

日本通運株式会社

チームMIF

株式会社三菱UFJ銀行 関東C 富士市役所 富士市役所ゴルフ部Ａ

9

しずおか焼津信用金庫 しずおか焼津信用金庫

9:04

株式会社リクルート【2020全国決勝<IN> 第3位】

【東日本D予選 第8位】

9

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。

ヤマハ発動機株式会社 ヤマハ発動機B1 株式会社 縁

伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社 MISTS

10

名古屋大学消化器外科2 surgery エーザイ株式会社 及本良剛

10

株式会社東栄住宅 Cチーム

9:12

【東日本B予選 第8位】

12

第5回　BUZZ GOLF 全日本企業対抗ゴルフトーナメント　『EAGLE VISION CUP2021 ダブルススクランブル』
全国決勝大会 組合せ表

【1月15日（土）葛城ゴルフ倶楽部 山名コース】

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

№

1

2

3

4

5

6

7

8

中京ＯＢ会

株式会社タナパックス 50肩 株式会社MORESCO もれすこ

12

リコージャパン株式会社 RJG-A

9:36

株式会社ベルピース

Aチーム

チーム縁A


