
第１６回 ＲＥＬＯ ＣＬＵＢ 全日本企業対抗ゴルフトーナメント
『リクルートＣＵＰ２０１７団体戦』

北関東Ｄ 組合せ【9月9日（土）石岡ゴルフ倶楽部】

№
選手名 フリガナ 企業名 チーム名 スタ

ート
時間

選手名 フリガナ 企業名 チーム名
№

　O U T I　N

1

大沼　祐介 オオヌマ　ユウスケ

全日空商事株式会社 ANATCゴルフ部

7:00

佐藤　省吾 サトウ　ショウゴ

全日空商事株式会社 ANATCゴルフ部

1
野村　昌利 ノムラ　マサトシ 和田　邦彦 ワダ　クニヒコ

野村　　均 　ノムラ　ヒトシ

東京建物株式会社 チームＢ
前田　　靜 マエダ　シズカ

東京建物株式会社 チームＢ
荻原　　潤 オギハラ　ジュン 森本　紀彦 モリモト　ノリヒコ

2

矢内　良樹 ヤナイ　ヨシキ

東京建物株式会社 チームＡ

7:08

川添　有一 カワゾエ　ユウイチ

東京建物株式会社 チームＡ

2
福澤　勇二 フクザワ　ユウジ 廣瀬　信行 ヒロセ　ノブユキ

吉田　大洋 ヨシダ　タイヨウ

株式会社 博報堂 HGC_B
橋田　康弘 ハシダ　ヤスヒロ

株式会社 博報堂 HGC_B
後呂　有耶 ウシロ　ユウヤ 桑野　　剛 クワノ　ツヨシ

3

佐藤 喜三夫 サトウ　キミオ

株式会社博報堂 HGC

7:16

内海　健郎 ウツミ　タケオ

株式会社博報堂 HGC

3
堀内　一成 ホリウチ　カズシゲ 吉村　　惇 ヨシムラ　ジュン

鈴木　康史 スズキ　ヤスシ

東京建物株式会社 チームＣ
 林　　哲也  ハヤシ　テツヤ

東京建物株式会社 チームＣ
加藤　久利 カトウ　ヒサトシ 長久保 龍伸 ナガクボ　リュウシン

4

伊原　　寿 イハラ　ヒサシ

株式会社 NTTドコモ
ドコモゴルフクラブ

Bチーム
7:24

今富　浩司 イマトミ　コウジ

株式会社 NTTドコモ
ドコモゴルフクラブ

Bチーム
4

江藤　洋志 エトウ　ヒロシ 秋月　　顕 アキヅキ　ケン

見目　　勉 ケンモク　ツトム 横河医療ソリューションズ
株式会社

チーム79ers
佐藤 紳一郎 サトウ　シンイチロウ 横河医療ソリューションズ

株式会社
チーム79ers

河村　勝弘 カワムラ　マサヒロ 鈴木　健生 スズキ　タケオ

5

岩上　純一 イワカ　 ジュンイチ

ネットアップ株式会社 NetApp TeamA

7:32

横川　健治 ヨコカワ　ケンジ

ネットアップ株式会社 NetApp TeamA

5
田島　禎典 タジマ　ヨシノリ 北野　　宏 キタノ　ヒロシ

竹内　淳一 タケウチ　ジュンイチ

株式会社ファソテック チームA
望月　貴之 モチヅキ　タカユキ

株式会社ファソテック チームA
川嶋　一郎 カワシマ　イチロウ 高橋　晃一 タカハシ　コウイチ

6

太田　博之 オオタ　ヒロユキ

株式会社 講談社 講談社チームＹ

7:40

渡邉　圭太 ワタナベ　ケイタ

株式会社 講談社 講談社チームＹ

6
山本  幸宏 ヤマモト　ユキヒロ 濱崎　峰夫 ハマザキ　ミネオ

木村　　仁 キムラ　　ヒトシ

ネットアップ株式会社 NetApp TeamB
和地　洋年 ワチ　ヒロトシ

ネットアップ株式会社 NetApp TeamB
天野　一憲 アマノ　カズノリ 中村　和仁 ナカムラ　カズヒト

7

坂口　幸一 サカグチ　コウイチ

株式会社日本総合研究所
日本総研0909

Aチーム
7:48

堀　　辰哉 ホリ　タツヤ

株式会社日本総合研究所
日本総研0909

Aチーム
7

関　健太郎 セキ　ケンタロウ 松本　和子 マツモト　カズコ

田中　　亘 タナカ　ワタル

東銀リース株式会社 BOTLマスターズ
渋谷 裕一良 シブヤ　ユウイチロウ

東銀リース株式会社 BOTLマスターズ
金子　浩幸 カネコ　ヒロユキ 立田　佳男 タツタ　ヨシオ

8

森本　健一 モリモトケンイチ

TAKEUCHI株式会社 TAKEUCHIチームA

7:56

菊地　信光 キクチ　ノブミツ

TAKEUCHI株式会社 TAKEUCHIチームA

8
青山　文彦 アオヤマフミヒコ 眞鍋　哲也 マナベテツヤ

大槻　秀樹 オオツキ　ヒデキ 株式会社シーアンド
エーソリューション

Ｃ＆Ａ
溝口　　顕 ミゾグチ　アキラ 株式会社シーアンド

エーソリューション
Ｃ＆Ａ

野村　和典 ノムラ　カズノリ 蛭田　幹由 ヒルタ　ノリヨシ

9

上村　隆明 ウエムラ　タカアキ

花王株式会社
すみだゴルフ部

Ａチーム
8:04

富田　昭夫 トミタ　アキオ

花王株式会社
すみだゴルフ部

Ａチーム
9

矢野　政志 ヤノ　マサシ 高山　弘幸 タカヤマ　ヒロユキ

上原　正行 ウエハラ マサユキ

TAKEUCHI株式会社 TAKEUCHIチームB
杉田　知之 スギタ　トモユキ

TAKEUCHI株式会社 TAKEUCHIチームB
渡辺 隆太郎 ワタナベリュウタロウ 長谷部　崇 ハセベタカシ

10

古澤　　孝 フルサワ　タカシ ＣＲＧホールディングス
株式会社

ＣＲＧ

8:12

小林　啓志 コバヤシ　ヒロシ ＣＲＧホールディングス
株式会社

ＣＲＧ

10
小田　康浩 オダ　ヤスヒロ 三並　史典 ミナミ　フミノリ

高津　英之 タカツ　ヒデユキ

花王株式会社
すみだゴルフ部

Ｂチーム

矢部　信一 ヤベ　シンイチ

花王株式会社
すみだゴルフ部

Ｂチーム福田　　努 フクダ　ツトム 篠原 龍太郎 シノハラ　リュウタロウ

11

室田　尚紀 ムロタ　ヒサノリ ノキアソリューションズ＆
ネットワークス株式会社

チームNOKIA

8:20

加茂下 哲夫 カモシタ　テツオ ノキアソリューションズ＆
ネットワークス株式会社

チームNOKIA

11
西野　英三 ニシノ　エイゾウ 芳川　　繁 ヨシカワ　シゲル

川野 英三郎 カワノ　エイザブロウ 株式会社
富士通マーケティング

FJMゴルフ部Bチーム
竹内　理英 タケウチ　マサヒデ 株式会社

富士通マーケティング
FJMゴルフ部Bチーム

吉田　孝志 ヨシダ　タカシ 中村　卓也 ナカムラ　タクヤ

12

村橋 安喜雄 ムラハシ　アキオ 株式会社
富士通マーケティング

FJMゴルフ部Ａチーム

8:28

小森　　正 コモリ　タダシ 株式会社
富士通マーケティング

FJMゴルフ部Ａチーム

12
田辺　賢一 タナベ　ケンイチ 橋本　真和 ハシモト　マサカズ

森本　　譲 モリモト　ユズル 東海東京フィナンシャル
ホールディングス

チームTT
山内　英輔 ヤマウチ　エイスケ 東海東京フィナンシャル

ホールディングス
チームTT

高橋　友恵 タカハシ　トモエ 柳川　　清 ヤナガワ　キヨシ

13

山崎　　仁 ヤマザキ　ヒトシ

株式会社 三井住友銀行 ゴルフ部X

8:36

中島　朋哉 ナカジマ　トモヤ

株式会社 三井住友銀行 ゴルフ部X

13
久保田 一生 クボタ　イッセイ 日髙　源太 ヒダカ　ゲンタ

石毛　政美 イシゲ　マサミ 株式会社
緑エンジニアリング

グリーンクラブ
青山　　治 アオヤマ　オサム 株式会社

緑エンジニアリング
グリーンクラブ

井上　和子 イノウエ　カズコ 林　　茂雄 ハヤシ　シゲオ

14

鈴木　孝之 スズキ　タカユキ 株式会社
三菱東京UFJ銀行

BTMU チームB

8:44

野本　尚宏 ノモト　ナオヒロ 株式会社
三菱東京UFJ銀行

BTMU チームB

14
黒川　陽平 クロカワ　ヨウヘイ 米田 盛太郎 ヨネダ　モリタロウ

稲木　鉄志 イナキ　テツジ

ヨネックス株式会社 TEAM BLUE
秋山　達哉 アキヤマ　タツヤ

ヨネックス株式会社 TEAM BLUE
野﨑　　怜 ノザキ　レイ 篠　　良太 シノ　リョウタ

15

永野　雄亮 ナガノ　ユウスケ

ヨネックス株式会社 TEAM GREEN

8:52

矢島　久仁彦 ヤジマ　クニヒコ

ヨネックス株式会社 TEAM GREEN

15
永野　　徹 ナガノ　トオル 塚田　圭司 ツカダ　ケイジ

品部　祐児 シナベ　ユウジ

株式会社　大林組
TEAM OBAYASHI 

TOKYO

石山　　敦 イシヤマ　アツシ

株式会社　大林組
TEAM OBAYASHI 

TOKYO川島　正嵩 カワシマ　マサタカ 榎本　　賢 エノモト　サトシ

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。

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

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


