
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

近藤　直臣 コンドウ　ナオオミ 髙尾　陽介 タカオ　ヨウスケ

梅村　光弘 ウメムラ　ミツヒロ 米倉 雄一郎 ヨネクラ　ユウイチロウ

林　　知幸 ハヤシ　トモユキ 原口　博文 ハラグチ　ヒロブミ

倉岡　俊輔 クラオカ　シュンスケ 牟田　昌平 ムタ　ショウヘイ

大谷 俊一郎 オオタニ　シュンイチロウ 木坂　有治 キサカ　ユウジ

池田　幸平 イケダ　コウヘイ 段原　克己 ダンバラ　カツミ

髙林　和也 タカバヤシ　カズヤ 坂本　　徹 サカモト　トオル

栗本　浩司 クリモト　コウジ 藤原　圭一 フジワラ　ケイイチ

小森　直樹 コモリ　ナオキ 松竹 研一郎 マツタケ　ケンイチロウ

渡部　幸夫 ワタナベ　ユキオ 蔦木 加代子 ツタキ　カヨコ

川田　和彦 カワタ　カズヒコ 大島　　浩 オオシマ　ヒロシ

藤原　孝弘 フジワラ　タカヒロ 川越 寿美代 カワゴエ　スミヨ

今井　貞之 イマイ　サダユキ 松岡　英志 マツオカ　ヒデユキ

大瀧　雄治 オオタキ　ユウジ 小松　夏樹 コマツ　ナツキ

川上　寛ニ カワカミ　カンジ 松山　智彦 マツヤマ　サトヒコ

山崎　広宣 ヤマザキ　ヒロノブ 山口　好男 ヤマグチ　ヨシオ

勝井　裕也 カツイ　ユウヤ 大原　俊弘 オオハラ　トシヒロ

木村　正隆 キムラ　マサタカ 嶺井　和彦 ミネイ　カズヒコ

吉野　　章 ヨシノ　アキラ 河合　康博 カワイ　ヤスヒロ

中川　　剛 ナカガワ　ツヨシ 木村　文映 キムラ　フミアキ

農端　　貴 ノバタ　タカシ 香川　朋彦 カガワ　トモヒコ

内田　雅治 ウチダ　マサハル 川崎　靖弘 カワサキ　ヤスヒロ

中岡　伸夫 ナカオカ　ノブオ 木場田　忠 キバタ　タダシ

坂本 　整 サカモト　タダシ 遠藤　稔光 エンドウ　トシミツ

潮田　　一 ウシオダ　ハジメ 谷口　達也 タニグチ　タツヤ

鈴木　佳之 スズキ　ヨシユキ 田中 詠美子 タナカ　エミコ

轟　　泰一 トドロキ　ヒロカズ 安齋　伸広 アンザイ　ノブヒロ

長屋　　健 ナガヤ　ケン 岩﨑　愛里 イワサキ　アイリ

瀬滝　　雅 セタキ　マサシ 久保山 広大 クボヤマ　コウダイ

谷川　茂忠 タニガワ　シゲノリ 小林　正和 コバヤシ　マサカズ

宇佐美　　清 ウサミ　キヨシ 渡部　紀之 ワタナベ　ノリユキ

嶌田　兼光 シマダ　カネミツ 芹澤　智之 セリザワ　トモユキ

上原　良太 ウエハラ　リョウタ 加藤　圭司 カトウ　ケイジ

中村　周平 ナカムラ　シュウヘイ 前田　昇吾 マエダ　ショウゴ

紺野　　勝 コンノ　マサル 鶴岡　武人 ツルオカ　タケト

新富　明男 シントミ　アキオ 村上　真一 ムラカミ　シンイチ

木村　直人 キムラ　ナオト 竹内　雅輝 タケウチ　マサキ

辻　　智哉 ツジ　トモヤ 伊庭　公也 イバ　キンヤ

大山　英朗 オオヤマ　ヒデアキ 藤原　浩一 フジワラ　コウイチ

赤崎 光世司 アカサキ　ミツヨシ 藤原 翔一郎 フジワラ　ショウイチロウ

森川　俊宏 モリカワ　トシヒロ 白井　孝則 シライ　タカノリ

木村　暢臣 キムラ　ノブオミ 筒井　宏和 ツツイ　ヒロカズ

蔵田 外志男 クラタ　トシオ 根本　道之 ネモト　ミチユキ

松下 幸之助 マツシタ　コウノスケ 眞鳥　　翔 マトリ　ショウ

片岡　千絵 カタオカ　チエ 大門　篤史 ダイモン　アツシ

森　　　隆 モリ　タカシ 武　　哲平 タケ　テッペイ

小野寺 容子 オノデラ　ヨウコ 今村　成吾 イマムラ　セイゴ

小出 みちよ コイデ　ミチヨ 桐井　篤史 キリイ　アツシ

西出　浩二 ニシデ　コウジ 小松　貞則 コマツ　サダノリ

井谷　利也 ニシデ　コウジ 横須賀 哲夫 ヨコスカ　テツオ

久保田 秀尚 クボタ　ヒデナオ 若林　明伸 ワカバヤシ　アキノブ

倉本　　潤 クラモト　ジュン 阪口　拓也 サカグチ　タクヤ

岩橋　和輝 イワハシ　カズキ 加藤　雄一 カトウ　ユウイチ

佐藤　哲生 サトウ　テツオ 柿本　偉雄 カキモト　タケオ

朝倉　　守 アサクラ　マモル 北村　卓也 キタムラ　タクヤ

前田　聖美 マエダ　サトミ 南部　久典 ナンブ　ヒサノリ

樋口　丈洋 ヒグチ　タケヒロ 望月　秀一 モチヅキ　ヒデカズ

大野　行史 オオノ　ユキフミ 石川　隆正 イシカワ　タカマサ

鹿島　裕樹 カシマ　ヒロキ 木所　隆介 キドコロ　リュウスケ

恩田　拓哉 オンダ　タクヤ 渡邉　圭太 ワタナベ　ケイタ

新谷　　敦 シンタニ　アツシ 加藤　了資 カトウ　リョウスケ

井上　大輔 イノウエ　ダイスケ 渡邊　裕樹 ワタナべ　ユウキ

西村　　強 ニシムラ　オサム 舟生　大海 フニュウ　ヒロミ

伊藤　暢章 イトウ　ノブアキ 小岩　健二 コイワ　ケンジ

水野　貴司 ミズノ　タカシ 玉川　貴文 タマガワ　タカフミ

梶原　正吾 カジワラ　ショウゴ 大藤　直人 オオフジ　ナオト

榎本　　剛 エノモト　ゴウ 櫻間　竜司 サクラマ　リュウジ

及川　良三 オイカワ　リョウゾウ 石井　宏明 イシイ　ヒロアキ

金澤 美由紀 カナザワ ミユキ 伊東　靖彦 イトウ　ヤスヒコ

金澤　正明 カナザワ マサアキ 井上　達希 イノウエ　タツキ

守谷　敦子 モリヤ　アツコ 東　　義博 アズマ　ヨシヒロ

守谷　征広 モリヤ　マサヒロ 和田　卓也 ワダ　タクヤ

神原　圭宏 カミハラ　ヨシヒロ 吉川　通彦 ヨシカワ　ミチヒコ

土城　弘大 ドキ　コウタ 河村　真潮 カワムラ　マシオ

富田　　茂 トミタ　シゲル 大村　美咲 オオムラ　ミサキ

小松　辰雄 コマツ　タツオ 福村　香名 フクムラ　カナ

岸田　佑典 キシダ　ユウスケ

田公　幸治 タキミ　コウジ

辻田　晴也 ツジタ　セイヤ

辻田　　智 ツジタ　サトル

20

三菱商事株式会社 チームYK

10:40 20

スポーツ医学発信所 スポーツ医学発信所

【関東E予選 第1位】

【2021全国決勝 優勝】

19

野村證券株式会社 Nomura men

10:32

朝日ゴルフ株式会社 朝日ゴルフ1軍

19

レシピシステム株式会社 CAERUS Bチーム 株式会社大有 daiyuu

【2021全国決勝 第2位】

【関西E予選 第1位】

【関西B予選 第1位】

【関西D予選 第1位】

18

トヨタ自動車株式会社 MKYスマイル

10:24

株式会社三菱UFJ銀行 チームA

18

株式会社　瀬戸内商事運輸 デビル 一般社団法人 宝塚ゴルフ倶楽部 宝塚Cチーム

【中部予選 第1位】

【関西C予選 第1位】

【関東D予選 第1位】

【関西A予選 第1位】

17

野村證券株式会社 NOMURA TEAM J

10:16

東海環境事業株式会社 Big Ball

17

エーザイ株式会社 牛タンビールおかわりで 山陽ウエックス株式会社 キレイを確実に!!

【九州予選 第1位】

【2021全国決勝 第5位】

【2021全国決勝 第3位】

【中国予選 第1位】

16

公益社団法人全日本不動産協会 大阪府本部 らびーず倶楽部 Aチーム

10:08

日本通運株式会社 ＮＸ チームＡ

16

株式会社　村田製作所 PXG 株式会社日立インダストリアルプロダクツ チームPE

【関西C予選 第2位】

【関西E予選 第2位】

【2021全国決勝 第4位】

【関東B予選 第1位】

15

新電元メカトロニクス株式会社 SMTゴルフ同好会

10:00

富士市役所 富士市役所ゴルフ部Ａ

15

株式会社浅井 ASAI 株式会社講談社 チーム4F

【関東A予選 第2位】

【関東B予選 第2位】

【中部予選 第2位】

【関東A予選 第1位】

14

株式会社　東栄住宅 TOEI　ASSET

9:52

株式会社クレスコ クレスコゴルフ部

14

株式会社シティコミュニケーションズ チーム街A 株式会社豊田自動織機 豊田自動織機刈谷工場

【関東B予選 第3位】

【関東D予選 第2位】

【関東C予選 第2位】

【関西B予選 第2位】

13

有限会社一建設工業 もんすた～えなじ～

9:44

株式会社日立製作所 日立大みかC

13

株式会社シティコミュニケーションズ チーム街B 株式会社MORESCO MORESCO

【関西A予選 第3位】

【関東D予選 第3位】

【関東E予選 第2位】

【関西C予選 第3位】

12

11

10

9

8

7

6

第6回　BUZZ GOLF 全日本企業対抗ゴルフトーナメント『EAGLE VISION CUP2022 ダブルススクランブル』
全国決勝大会 組合せ表

【2023年1月14日（土）東名古屋カントリークラブ 東コース】

№

1

2

3

4

5

トヨタ紡織株式会社

株式会社ビーエスフジ

鴻池運輸株式会社

本田技研工業株式会社 鈴鹿製作所

株式会社 縁

トヨタ自動車株式会社

株式会社 縁

有限会社田代建設

医療法人K.D.T

スタート
時間

ヤマハ発動機株式会社

株式会社日本都市

日鉄エンジニアリング株式会社 イーグルスK2

TB刈谷

　O U T I　N

荒川アスリートクラブ②

チームイナズマ

8:00

8:08

8:16

8:24

8:32

日鉄テクノロジー株式会社 IMO

ＢＳフジ

関西中央支店

勝手にゴルフ部

チーム縁A

TOYOTA

チーム縁C

【中部予選 第4位】

【九州予選 第5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

エルゴルフ

TOPPA!!! TOPPAN Aチーム

イーグルスDK

TEAM  六連星

ヤマハ発動機B1

CORE x IMPACT

チームPINE

ヤマハ発動機B2

株式会社日本都市

株式会社　髙陽

凸版印刷株式会社

日鉄エンジニアリング株式会社

株式会社 SUBARU

ヤマハ発動機株式会社

株式会社　OSHIMA SPORTS

山梨大学

ENEOS PRIME X

6

グローリーナスカ株式会社 チームよろこんで KINRYO KOGYO.,LTD Team KINRYO 01

大和リース株式会社 Team－B

8:40

ENEOS株式会社

NOMURA TEAM E

7

有限会社轟直線工業所 スリーカーズ ピンゴルフジャパン株式会社 ゴルフ部

株式会社AOI Pro. AOI Pro. Golf Club

8:48

野村證券株式会社

Ｈanwa Osaka

8

株式会社野村総合研究所 シニアA 株式会社ニトリ GMG　チームN

ダイハツ工業株式会社 DNGS Yチーム

8:56

阪和興業株式会社 【関西C予選 第6位】

【関東E予選 第6位】

日立大みかB

9

成友興業株式会社 チーム成友 日本通運株式会社 NX Cチーム

野村證券株式会社 NOMURA TEAM 関西

9:04

株式会社日立製作所【関西B予選 第4位】

【関東A予選 第7位】

【関東B予選 第8位】

【関東E予選 第11位】

NOMURA TEAM K

10

野村證券株式会社 NOMURA TEAM L 藤原工業株式会社 トントン

日本ペイント•インダストリアルコーティングス株式会社 Co.to.Re

9:12

野村證券株式会社【関西D予選 第5位】

【関東E予選 第9位】

【関東A予選 第6位】

【関西C予選 第4位】

エーザイ株式会社 牛タンカルビ

9:28

日本通運株式会社 ＮＸ　Ｂチーム

11

ビコー株式会社 BIKO　A 住友ゴム工業株式会社 ギャップ萌え

【中部予選 第7位】

【関西E予選 第6位】

【関東E予選 第3位】

【関西D予選 第4位】

有限会社 俊博保険企画 窓際1課

9:36

大阪医科薬科大学 OMPU-GOLF

12

野村證券株式会社 NOMURA TEAM F 株式会社ビコー BIKO B

【関西E予選 第3位】

【関東C予選 第3位】

【関西D予選 第3位】

【関西B予選 第3位】

【関東B予選 第9位】

【九州予選 第4位】

【関東E予選 第5位】

【関西D予選 第2位】

【関西B予選 第5位】

【関東B予選 第6位】

【関東A予選 第3位】

【中部予選 第3位】

【九州予選 第2位】 【中部予選 第6位】

【関東E予選 第8位】

【関西E予選 第4位】

【関西D予選 第6位】

【関西D予選 第7位】

【関東B予選 第10位】

【関東B予選 第4位】

【関西E予選 第5位】

【関西C予選 第5位】

【関東D予選 第5位】

【関東B予選 第7位】

【関東A予選 第4位】

【中部予選 第5位】

【関東D予選 第4位】

【九州予選 第6位】

【関西B予選 第7位】

【九州予選 第7位】

【関東C予選 第5位】

【関東A予選 第5位】


