
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』

南関東A 組合せ【7月1日（土）きみさらずゴルフリンクス】

№
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

原田 亜矢子 ハラダ　アヤコ

三井物産株式会社 三井物産ゴルフ部B

8:06

丸山　龍一 マルヤマ　リュウイチ

三井物産株式会社 三井物産ゴルフ部B

1
高橋　忠大 タカハシ　タダヒロ 杉谷　昌太 スギタニ　ショウタ

古賀　俊臣 コガ　トシオミ

株式会社 安藤・間 安藤ハザマ ゴルフ部
小田　剛史 オダ　タケシ

株式会社 安藤・間 安藤ハザマ ゴルフ部
辻村　重行 ツジムラ　シゲユキ 安藤　弘毅 アンドウ　ヒロキ

2

清水　　径 シミズ　ケイ
三井住友海上火災保険株式会社 チームＢ

8:14

菊川　　格 キクカワ　カク
三井住友海上火災保険株式会社 チームＢ

2
千葉　岳央 チバ　タケヒサ 重松　武治 シゲマツ　タケハル

宮永　庸平 ミヤナガ　ヨウヘイ
マスミューチュアル生命保険株式会社 マスミューチュアル生命B

内山　政志 ウチヤマ　マサシ
マスミューチュアル生命保険株式会社 マスミューチュアル生命B

栗林　公成 クリバヤシ　キミナリ 李　　晙行 イ　ジュンヘン

3

稲田　一彦 イナダ　カズヒコ

三井物産株式会社 三井物産ゴルフ部A

8:22

山口　健一 ヤマグチ　ケンイチ

三井物産株式会社 三井物産ゴルフ部A

3
浜上　啓二 ハマガミ　ケイジ 宮﨑　雅也 ミヤザキ　マサヤ

井本　　満 イモト　ミツル
マスミューチュアル生命保険株式会社 マスミューチュアル生命Ａ

日高 隆太朗 ヒダカ　リュウタロウ
マスミューチュアル生命保険株式会社 マスミューチュアル生命Ａ

村瀬　泰彦 ムラセ　ヤスヒコ 佐宗　　憲 サソウ　ケン

4

末盛　貴弘 スエモリ　タカヒロ
株式会社 ビィ・フォアード 前へ B

8:30

五十嵐 将人 イガラシ　マサト
株式会社 ビィ・フォアード 前へ B

4
中島　昇吾 ナカジマ　ショウゴ 森下 貴行 モリシタ　タカユキ

佐藤　　潤 サトウ　ジュン
三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 チームPGC

山崎　隆太 ヤマザキ　リュウタ
三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 チームPGC

見木　政弘 ミキ　マサヒロ 千葉　大輔 チバ　ダイスケ

5

堀口　善司 ホリグチ　ヨシモリ
株式会社エフ・ヴィ・コーポレーション スカッとさわやか

8:38

渡邉　英三 ワタナベ　エイゾウ
株式会社エフ・ヴィ・コーポレーション スカッとさわやか

5
鈴木　　昇 スズキ　ノボル 増田　耕三 マスダ　コウゾウ

髙倉　永完 タカクラ　ナガミツ
株式会社 三菱東京UFJ銀行 BTMU A

古沢　雅文 フルサワ　マサフミ
株式会社 三菱東京UFJ銀行 BTMU A

中村 研一郎 ナカムラ　ケンイチロウ 河合　祐治 カワイ　ユウジ

—　　調　　整　　枠　　－

6

山川　博功 ヤマカワ　ヒロノリ
株式会社 ビィ・フォアード 前へ Ａ

8:54

水山　英一 ミズヤマ　エイイチ
株式会社 ビィ・フォアード 前へ Ａ

6
片山　徹之 カタヤマ　テツシ マシュー チョング マシュー チョング

天艸　浩之 アマクサ　ヒロユキ

BPカストロール株式会社 BPカストロール　チームB
細田　貴之 ホソダ　タカユキ

BPカストロール株式会社 BPカストロール　チームB

檜垣　峰男 ヒガキ　ミネオ 大川　　豪 オオカワ　ゴウ

7

有馬　直樹 アリマ　ナオキ

ヒロセ株式会社 ヒロセAチーム

9:02

平谷　　淳 ヒラタニ　ジュン

ヒロセ株式会社 ヒロセAチーム

7
杉田　浩美 スギタ　ヒロミ 川田 幸之助 カワタ　コウノスケ

吉岡　正博 ヨシオカ　マサヒロ

株式会社日本総合研究所 日本総研0701 Bチーム
佐々部 昭一 ササベ　ショウイチ

株式会社日本総合研究所 日本総研0701 Bチーム
梅田　和裕 ウメダ　カズヒロ 堀　　辰哉 ホリ　タツヤ

8

小石　孝之 コイシ　タカユキ

BPカストロール株式会社 BPカストロール　チームA

9:10

瓦本　敏弘 カワラモト　トシヒロ

BPカストロール株式会社 BPカストロール　チームA

8
楳原　尚宏 ウメハラ　ナオヒロ 斎田　貴雄 サイタ　タカオ

倉本　陽介 クラモト　ヨウスケ
株式会社コスモスイニシア コスモス

村田　道春 ムラタ　ミチハル
株式会社コスモスイニシア コスモス

生田　武司 イクタ　タケシ 射場　　豊 イバ　ユタカ

9

佐々木　学 ササキ　マナブ

株式会社日本総合研究所 日本総研0701 Aチーム

9:18

三鴨　裕二 ミカモ　ユウジ

株式会社日本総合研究所 日本総研0701 Aチーム

9
関　健太郎 セキ　ケンタロウ 中嶋　麻衣 ナカシマ　マイ

佐藤　敏紀 サトウ　トシノリ
株式会社コスモスイニシア イニシア

光本　達彦 ミツモト　タツヒコ
株式会社コスモスイニシア イニシア

細谷　一郎 ホソヤ　イチロウ 杦本　哲哉 スギモト　テツヤ

10

卜部　淳一 ウラベ　ジュンイチ

ヒロセ株式会社 ヒロセBチーム

9:26

水取　宏之 モンドリ　ヒロユキ

ヒロセ株式会社 ヒロセBチーム

10
木下　昌吉 キノシタ　ショウキチ 小野　哲也 オノ　テツヤ

川畑　康和 カワバタ　ヤスカズ

ＪＦＥシビル株式会社 ＪＦＥ　ＣＩＶＩＬ　ＭＥＮ
原　　清孝 ハラ　キヨタカ

ＪＦＥシビル株式会社 ＪＦＥ　ＣＩＶＩＬ　ＭＥＮ

滝川 健二郎 タクガワ　ケンジロウ 亀田 哲二郎 カメダ　テツジロウ

—　　調　　整　　枠　　－

11

笠井　一泰 カサイ　カズヒロ

株式会社 ヤマタネ ヤマタネGA

9:42

長谷川　洋 ハセガワ　ヒロシ

株式会社 ヤマタネ ヤマタネGA

11
永嶋　義範 ナガシマ　ヨシノリ 古瀬　友二 フルセ　トモジ

内川　　啓 ウチカワ　ケイ

出光興産株式会社 チームＫ
國安　孝則 クニヤス　タカノリ

出光興産株式会社 チームＫ
青木　幸洋 アオキ　ユキヒロ 鈴木　勝也 スズキ　カツヤ

12

越智　克史 オチ　カツシ
日本アイ・ビー・エム株式会社 Deep Blue B

9:50

秋山　　裕 アキヤマ　ユタカ
ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 XPERIA

12
大間　喜行 オオマ　ヨシユキ 菊地　　寛 キクチ　ヒロシ

藤岡　英樹 フジオカ　ヒデキ
株式会社コスモスイニシア コスモスイニシア

槇本　雅人 マキモト　マサト
株式会社コスモスイニシア コスモスイニシア

中崎　健一 ナカザキ　ケンイチ 松永　圭介 マツナガ　ケイスケ

13

高垣　浩一 タカガキ　ヒロカズ
ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 XPERIA

9:58
阿相　政至 アソウ　マサジ

武田　法久 タケダ　ノリヒサ
日本アイ・ビー・エム株式会社 Deep Blue B

鬼束　晃司 オニツカ　コウジ

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！


