
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

光本　信也 ミツモト　ノブヤ 大山　邦彦 オオヤマ　クニヒコ

友長　　悟 トモナガ　サトル 大山　辰也 オオヤマ　タツヤ

中埜　　晃 ナカノ　アキラ 小林　義徳 コバヤシ　ヨシノリ

田中　久男 タナカ　ヒサオ 森本　浩史 モリモト　ヒロシ

井手　敏明 イデ　トシアキ 黒川　進 クロカワ　ススム

西村  政信 ニシムラ  マサノブ 池田　義文 イケダ　ヨシフミ

農端　　貴 ノバタ　タカシ 後藤　昭憲 ゴトウ　アキノリ

小野　　剛 オノ　ツヨシ 内田　雅治 ウチダ　マサハル

川上　勝也 カワカミ　カツヤ 岡本　龍司 オカモト　リュウジ

坂上　智也 サカジョウ　トモヤ 五十川　歩 イカガワ　アユム

梶谷　　修 カジタニ　オサム 繁村　征志 シゲムラ　マサシ

今村　福仁 イマムラ　ヨシヒト 阿部　行央 アベ　ユキオ

中川　仁敬 ナカガワ　ヨシヒロ 足立 由紀子 アダチ　ユキコ

吉川　　勉 ヨシカワ　ツトム 川渕　恵美 カワブチ　エミ

山路　洋行 ヤマジ　ヒロユキ 小川　慶太 オガワ　ケイタ

曽根　　力 ソネ　チカラ 菊谷　勇希 キクタニ　ユウキ

上原　雄一 ウエハラ　ユウイチ 山下　　強 ヤマシタ　ツヨシ

須田　　孝 スダ　タカシ — —

山口　宗久 ヤマグチ　ムネヒサ 森脇　裕介 モリワキ　ユウスケ

山本　剛史 ヤマモト　ツヨシ 橋本　孝生 ハシモト　タカオ

木田　良太 キダ　リョウタ 濱田　紀英 ハマダ　ノリヒデ

成田　　薫 ナリタ　カオル 津坂　英二 ツサカ　エイジ

上田　元樹 ウエダ　モトキ 奥谷　佑造 オクタニ　ユウゾウ

渡邉 二三照 ワタナベ　フミテル 峯野　　智 ミネノ　サトシ

林　英哲 ハヤシ　エイテツ 寺井　健二 テライ　ケンジ

古澤　成 フルサワ　アキラ 大原　章 オオハラ　アキラ

鶴薗　耕二 ツルゾノコウジ 高岡　　柱 タカオカ　ハシラ

榎本　貴之 エノモトタカユキ 橋本　円香 ハシモト　マドカ

平井　　晃 ヒライ　アキラ 森　美樹雄 モリ　ミキオ

打出　孝一 ウチデ　コウイチ 高畑　輝彦 タカハタ　テルヒコ

松下　　仁 マツシタ　ヒトシ 西野　正人 ニシノ　マサト

西浦　基之 ニシウラ　モトユキ 山田　　諭 ヤマダ　サトシ

濱口　　仁 ハマグチ　ヒトシ 治田　吉史 ハルタ　ヨシフミ

原　　隆人 ハラ　タカト 菊　　義之 キク　ヨシユキ

中根　克仁 ナカネ　カツヒト 南川　雄一 ミナミカワ　ユウイチ

立石　一郎 タテイシ　イチロウ 山添　滋久 ヤマゾエ　シゲヒサ
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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
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チーム フタバ

だいわりすteam-B

PLATEC

だいわりすteam-Ａ

TEAMラブゴル

ベアーズ

チーム竿一

KITAHAMA 3rd.st

山下塾

チームＳＫＹ

ハセコー２

ＴＥＡＭそふまる

Team-OTFH

BTMU-Cチーム

Team WILLHEAT（ウィルヒート）

ハセコー１

ワイレア

チーム G４

10:13

フタバ興業株式会社

大和リース株式会社

株式会社京都プラテック

大和リース株式会社

東大阪市消防局

株式会社ナカノフドー建設

武田薬品工業株式会社

株式会社三共商事

MHDモエ ヘネシー ディアジオ㈱

ソイル工業株式会社

株式会社長谷工コーポレーション

名阪食品株式会社

日本ユニシス株式会社

株式会社 三菱東京UFJ銀行

川重冷熱工業株式会社

株式会社長谷工コーポレーション

株式会社オブロン

株式会社 メディセオ

ス
ター
ト時
間

9:10

9:17

9:24

9:31

9:45

9:52

9:59

10:06

チームＳＫＹ

ハセコー２

ＴＥＡＭそふまる

Team-OTFH

BTMU-Cチーム

Team WILLHEAT（ウィルヒート）

ハセコー１

ワイレア

チーム G４

チーム フタバ

だいわりすteam-B

PLATEC

だいわりすteam-Ａ

TEAMラブゴル

ベアーズ

チーム竿一

KITAHAMA 3rd.st

山下塾

ソイル工業株式会社

株式会社長谷工コーポレーション

名阪食品株式会社

日本ユニシス株式会社

株式会社 三菱東京UFJ銀行

川重冷熱工業株式会社

株式会社 長谷工コーポレーション

株式会社オブロン

株式会社 メディセオ

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』

近畿B 組合せ【7月1日（土）城陽カントリー倶楽部　東コース】

　東　O U T 東　I　N

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
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フタバ興業株式会社

大和リース株式会社

株式会社京都プラテック

大和リース株式会社

東大阪市消防局

株式会社ナカノフドー建設

武田薬品工業株式会社

株式会社三共商事

MHDモエ ヘネシー ディアジオ㈱

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


