
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Ｂ 組合せ【7月22日（土）取手国際ゴルフ倶楽部 東コース】

№
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

長瀬　公秀 ナガセ　キミヒデ
関東化学株式会社 チーム ベンちゃん

7:46

後藤　哲二 ゴトウ　テツジ
関東化学株式会社 チーム ベンちゃん

1
笹川　正知 ササガワ　マサトモ 野澤　邦央 ノザワ　クニオ

三品 文彦 ミシナ　フミヒコ
富士通株式会社 富士通チームB

平塚 孝行 ヒラツカ　タカユキ
富士通株式会社 富士通チームB

湯浅 直樹 ユアサ　ナオキ 中川 皓貴 ナカガワ　ヒロキ

2

中橋　晃文 ナカハシ　テルヤス
株式会社日立産業制御ソリューションズ ＨｉＩＣＳ－Ａ

7:55

成田　正久 ナリタ　マサヒサ
株式会社日立産業制御ソリューションズ ＨｉＩＣＳ－Ａ

2
小池　勝則 コイケ　カツノリ 後藤　　渉 ゴトウ　ワタル

大川　　権 オオカワ　ケン
株式会社サッポロ実業 サッポログループ

早川　昇尚 ハヤカワ　ノリヒサ
株式会社サッポロ実業 サッポログループ

丹下　英博 タンゲ　ヒデヒロ 月岡　天平 ツキオカ　テンペイ

3

山川　正洋 ヤマカワ　マサヒロ
WARNER BROS. JAPAN LLC Team BugsBros

8:04

畠山　　宏 ハタケヤマ　ヒロシ
WARNER BROS. JAPAN LLC Team BugsBros

3
桜井　利行 サクライ　トシユキ 野坂　佳伸 ノザカ　ヨシノブ

小野瀬 昌人 オノセ　マサト
株式会社日立産業制御ソリューションズ ＨｉＩＣＳ－B

赤津　精一 アカツ　セイイチ
株式会社日立産業制御ソリューションズ ＨｉＩＣＳ－B

須田　　滋 スダ　シゲル 村上　　勉 ムラカミ　ツトム

4

西岡 健一郎 ニシオカ　ケンイチロウ
飯田通商株式会社 チームID-A

8:13

伊藤　康好 イトウ　ヤスヨシ
飯田通商株式会社 チームID-A

4
窪田　佑紀 クボタ　ユウキ 米山　涼一 ヨネヤマ　リョウイチ

荒木　秀俊 アラキ　ヒデトシ
株式会社日立産業制御ソリューションズ ＨｉＩＣＳ－C

鈴木　　弘 スズキ　ヒロシ
株式会社日立産業制御ソリューションズ ＨｉＩＣＳ－C

寺山　　章 テラヤマ　アキラ 松下　圭二 マツシタ　ケイジ

5

平田 幸一郎 ヒラタ　コウイチロウ
株式会社エンバイオ・ホールディングス チームエンバイオ

8:22

西村　　実 ニシムラ　ミノル
株式会社エンバイオ・ホールディングス チームエンバイオ

5
味澤　康裕 アジサワ　ヤスヒロ 中村　賀一 ナカムラ　ヨシカズ

藤野　一彦 フジノ　カズヒコ
ホーチキ株式会社 ホーチキ　Ｂチーム

瀬川　昭夫 セガワ　アキオ
ホーチキ株式会社 ホーチキ　Ｂチーム

横山　正人 ヨコヤマ　マサト 小出　善満 コイデ　ヨシミツ

6

中澤　　拓 ナカザワ　タク
株式会社ムトウユニパック

ムトウユニパック
チームＡ

8:31

須﨑　春雄 スザキ　ハルオ
株式会社ムトウユニパック

ムトウユニパック
チームＡ

6
田主　了次 タヌシ　リョウジ 矢野　光一 ヤノ　コウイチ

松本　誠一 マツモト　セイイチ
ホーチキ株式会社 ホーチキ　Ａチーム

増田　敦 マスダ　アツシ
ホーチキ株式会社 ホーチキ　Ａチーム

土屋　敏明 ツチヤ　トシアキ 牧野　成樹 マキノ　シゲキ

7

高木　洋二 タカギ　ヨウジ
大成有楽不動産株式会社 チーム　オーベルＡ

8:40

網谷　孝仁 アミタニ　タカヒト
大成有楽不動産株式会社 チーム　オーベルＡ

7
長谷川　洋 ハセガワ　ヒロシ 片山　慎二 カタヤマ　シンジ

関口　由幸 セキグチ　ヨシユキ
株式会社ムトウユニパック

ムトウユニパック
チームＢ

瓦井　　均 カワライ　ヒトシ
株式会社ムトウユニパック

ムトウユニパック
チームＢ瞿曇　孝士 クドン　タカシ 畑　　秀一 ハタ　シュウイチ

8

多々納 利之 タタノ　トシユキ
大成有楽不動産株式会社 チーム　オーベルＢ

8:49

清水　孝洋 シミズ　タカヒロ
大成有楽不動産株式会社 チーム　オーベルＢ

8
岩井　健司 イワイ　ケンジ 高巣　浩司 タカス　コウジ

尾渡　一夫 オワタリ　カズオ
株式会社あいぼ マスターズ

佐藤　浩二 サトウ　コウジ
株式会社あいぼ マスターズ

石澤　靖久 イシザワ　ヤスヒサ 笹目　宏明 ササメ　ヒロアキ

9

北村　吉弘 キタムラ　ヨシヒロ
株式会社リクルートライフスタイル YMCA

8:58

山田　英樹 ヤマダ　ヒデキ
株式会社リクルートライフスタイル YMCA

9
大美　雅敬 オオミ　マサユキ 赤石　太郎 アカイシ　タロウ

古原　　徹 コハラ　トオル
アサヒグループホールディングス株式会社 Ａｓａｈｉ　Ｒ＆Ｄ

櫻井　　崇 サクライ　タカシ
アサヒグループホールディングス株式会社 Ａｓａｈｉ　Ｒ＆Ｄ

岡田　賢次 オカダ　ケンジ 竹末　信親 タケスエ　ノブチカ

10

近藤　裕孝 コンドウ　ユタカ
みずほフィナンシャルグループ みずほC

9:07

岡村　敬宗 オカムラ　ケイゾウ
みずほフィナンシャルグループ みずほC

10
畔柳　　肇 クロヤナギ　ハジメ 齋藤　宏明 サイトウ　ヒロアキ

後藤　浩樹 ゴトウ　ヒロキ
出光興産株式会社 出光チームＧ

仲　　義治 ナカ　ヨシハル
出光興産株式会社 出光チームＧ

吉田　有三 ヨシダ　ユウゾウ 岩崎 健一郎 イワサキ　ケンイチロウ

11

青木  芳清 アオキ  ヨシキヨ
富国生命保険相互会社 Team FGG

9:16

渥美　　勝 アツミ　マサル
富国生命保険相互会社 Team FGG

11
末田　浩一 スエダ　コウイチ 小林　　潔 コバヤシ　キヨシ

桜井　慶和 サクライ　ヨシカズ
みずほフィナンシャルグループ みずほB

堀内　　勝 ホリウチ　マサル
みずほフィナンシャルグループ みずほB

横山　真樹 ヨコヤマ　マサキ 植野　文弥 ウエノ　フミヤ

12

三嶋　俊人 ミシマ　トシヒト
シムライズ株式会社 Team Symtrap

9:25

館沢　克実 タテサワ　カツミ
シムライズ株式会社 Team Symtrap

12
上田　圭助 ウエダ　ケイスケ 山田　英也 ヤマダ　ヒデヤ

小島　　隆 コジマ　タカシ
株式会社長谷工コーポレーション 長谷工チームB

村上　和隆 ムラカミ　カズタカ
株式会社長谷工コーポレーション 長谷工チームB

鈴木　秋悦 スズキ　シュウエツ 中川　広城 ナカガワ　ヒロキ　

13

牧野　祐士 マキノ　ユウジ
三谷商事株式会社 三谷ゴルフチーム

9:34

菅沼　裕二 スガヌマ　ユウジ
三谷商事株式会社 三谷ゴルフチーム

13
西川　宏孝 ニシカワ　ヒロタカ 大蔵　研一 オオクラ　ケンイチ

山崎　秀之 ヤマザキ　ヒデユキ
三井住友ファイナンス＆リース株式会社

ＳＭＦＬ研修会
Ｃチーム

米田　孝嗣 ヨネダ　タカシ
三井住友ファイナンス＆リース株式会社

ＳＭＦＬ研修会
Ｃチーム恒吉　基彰 ツネヨシ　モトアキ 加藤　温夫 カトウ　アツオ

14

近江　　光 オウミ　ヒカル
株式会社オートテクニックジャパン ATJ チームA

9:43

田村　　悟 タムラ　サトル
株式会社オートテクニックジャパン ATJ チームA

14
小牧　邦寿 コマキ　クニトシ 戸田　英孝 トダ　ヒデタカ

内村　光寿 ウチムラ　ミツヒサ
株式会社JSP 株式会社JSP

澤井　孝之 サワイ　タカユキ
株式会社JSP 株式会社JSP

中野　康夫 ナカノ　ヤスオ 山田　康裕 ヤマダ　ヤスヒロ

15

矢野　　学 ヤノ　マナブ
TIS株式会社 チップインボギー

9:52

朝比奈 太郎 アサヒナ　タロウ
TIS株式会社 チップインボギー

15
高田　節夫 タカダ　セツオ 川島　康弘 カワシマ　ヤスヒロ

高田　賢治 タカダ　ケンジ
三井住友ファイナンス＆リース株式会社

ＳＭＦＬ研修会
Bチーム

内山　謙輔 ウチヤマ　ケンスケ
三井住友ファイナンス＆リース株式会社

ＳＭＦＬ研修会
Bチーム奥田　和幸 オクダ　カズユキ 畠山　　親 ハタケヤマ　チカシ

16

酒井　　淳 サカイ　アツシ
三井住友ファイナンス＆リース株式会社

ＳＭＦＬ研修会
Ａチーム

10:01

小寺　博英 オデラ　ヒロヒデ
三井住友ファイナンス＆リース株式会社

ＳＭＦＬ研修会
Ａチーム

16
両澤　　恒 モロサワ　ヒサシ 黒田　圭一 クロダ　ケイイチ

津葉井 慎弥 ツバイ　シンヤ
東京税関 Take it easy

小幡　茂樹 オバタ　シゲキ
東京税関 Take it easy

千羽　士郎 チバ　シロウ 岡　　真生 オカ　マサオ

17

中村　謙介 ナカムラ　ケンスケ
株式会社レイ チームレイ

10:10

浦田　　学 ウラタ　マナブ
株式会社レイ チームレイ

17
高橋　克尚 タカハシ　カツヒサ 高須賀 亮之 タカスカ　リョウジ

福士　博司 フクシ　ヒロシ
味の素株式会社 TEAM 味の素

益田　瑞文 マスダ　ヨシフミ
味の素株式会社 TEAM 味の素

樋口　朋夫 ヒグチ　トモオ 富樫　俊之 トガシ　トシユキ

18

交川　佳克 マジカワ　ヨシカツ
アステラス製薬株式会社 Team A

10:19

熱田　　豊 アツタ　ユタカ
アステラス製薬株式会社 Team A

18
斎藤　　睦 サイトウ　アツシ 池田　　靖 イケダ　ヤスシ

西尾　泰治 ニシオ　ヤスハル
鴻池運輸株式会社 鴻池運輸関東

方波見　保 カタバミ　タモツ
鴻池運輸株式会社 鴻池運輸関東

石田　　博 イシダ　ヒロシ 湯浅　嘉一 ユアサ　ヨシカズ

19

柏原　政人 カシワバラ　マサト
綜合警備保障株式会社 ＡＬＳＯＫ Ｂチーム

10:28

長尾　善信 ナガオ　ヨシノブ
綜合警備保障株式会社 ＡＬＳＯＫ Ｂチーム

19
中島　　学 ナカジマ　マナブ 武藤　英彦 ムトウ　ヒデヒコ

小島　一馬 コジマ　カズマ
伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 MISI Aチーム

田代　泰久 タシロ　ヤスヒサ
伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 MISI Aチーム

堀　　明生 ホリ　アキオ 古澤　　元 フルサワ　モトイ

20

吉本　康弘 ヨシモト　ヤスヒロ
綜合警備保障株式会社 ＡＬＳＯＫ Ａチーム

10:37

佐藤　雅彦 サトウ　マサヒコ
和田食品株式会社 TEAM Valiant

20
堀部　耕造 ホリベ　コウゾウ 東本　隆志 ヒガシモ　トタカシ

一瀬　貴志 イチノセ　タカシ
戸田建設株式会社 チームTODA －Ａ

松田　陽一 マツダ　ヨウイチ
戸田建設株式会社 チームTODA －Ａ

西谷　和宏 ニシタニ　カズヒロ 端　　直人 ハシ　ナオト

21

和田　　博 ワダ　ヒロシ
和田食品株式会社 TEAM Valiant

10:46
和田　雅英 ワダ　マサヒデ

塚田　淳一 ツカダ　ジュンイチ
綜合警備保障株式会社 ＡＬＳＯＫ Ａチーム

藤島　洋 フジシマ　ヒロシ

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！


