
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

河野　　明 カワノ　アキラ 金子　育宏 カネコ　ヤスヒロ

森山　信次 モリヤマ　シンジ 新地　貢 シンチ　ミツギ

北島　光幸 キタジマ　ミツユキ 原田　健一 ハラダ　ケンイチ

柿田　哲男 カキタ　テツオ 三重野　政広 ミエノ マサヒロ

小田原　文人 オダワラ　フミト 植竹　健一 ウエタケ　ケンイチ

豊田　一生 トヨダ　　イッセイ 松島　昭治 マツシマ　ショウジ

加藤　幸男 カトウ　ユキオ 園田　泰之 ソノダ　タイジ

岩下　一樹 イワシタ　イツキ 松村　弘治 マツムラ　コウジ

岩崎　謙志 イワサキ　ケンジ 木村　正治 キムラ　マサハル

林田　欣敬 ハヤシダ　ヨシタカ 福丸　誠司 フクマル　セイジ

益崎　清治 マスザキ　キヨハル 杉本　博明 スギモト　ヒロアキ

山口　俊幸 ヤマグチ　トシユキ 尾方　健人 オガタ　ケント

姫野　一雄 ヒメノ　イチオ 外園　雄策 ホカゾノ　ユウサク

高橋　順平 タカハシ　ジュンペイ 山本　達雄 ヤマモト　タツオ

小杉　周司 コスギ　シュウジ 木下　拓也 キノシタ　タクヤ

太田　浩一 オオタ　コウイチ 松本　武 マツモト　タケル

海江田　由香

里
カイエダ　ユカリ 時　正浩 トキ　マサヒロ

執印　晃郎 シュウイン　テルオ 伊藤　興治 イトウ　コウジ

石原　隆次 イシハラ　リュウジ 中島　誠 ナカジマ マコト

宿輪　洋介 シュクワ　ヨウスケ 林　裕也 ハヤシ ユウヤ

田中　真一 タナカ　シンイチ 辰島　宣昭 タツシマ　ノブアキ

多田　優香 タダ　ユカ 大島 健太郎 オオシマ ケンタロウ

坂口 裕一郎 サカグチ ユウイチロウ 桐原　健 キリハラ　タケル

松村　久候 マツムラ　ヒサトモ 田崎　ゆかり タサキ　ユカリ

田口　正一 タグチ　ショウイチ 北川　貴司 キタガワ　タカシ

沖　明寿 オキ　アキトシ 山岸　和功 ヤマギシ　カズナリ

米村　康弘 ヨネムラ　ヤスヒロ 桐原　貴博 キリハラ　タカヒロ

吉田　紳智郎 ヨシダ　シンチロウ 渡辺　耕助 ワタナベ　コウスケ

西岡　公久 ニシオカ　キミヒサ 永尾　誠 ナガオ　マコト

吉田　伸一 ヨシダ　シンイチ 松本　光博 マツモト　ミツヒロ

岡田　正洋 オカダ　マサヒロ 吉谷　文吾 ヨシタニ　ブンゴ

村上　仁志 ムラカミ　ヒトシ 日高　和範 ヒダカ　カズノリ

重光　定宗 シゲミツ　サダムネ 馬渡　祐輔 マワタリ　ユウスケ

鈴木　賢一 スズキ　ケンイチ 石森　智己 イシモリ　トモキ

船田　大岳 フナダ　ヒロタケ 船田　大紀 フナダ　ヒロキ

宮嶋　勇樹 ミヤジマ　ユウキ 平塚　秀幸 ヒラツカ　ヒデユキ
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株式会社 熊本銀行
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チーム ミサキ
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富士電機ITソリューション株式会社
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西邦電気工事株式会社
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株式会社 コスギ不動産

日鉄住金テクノロジー大分事業所
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TEAM あさが来た
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第１7回 ＲＥＬＯ ＣＬＵＢ 全日本企業対抗ゴルフトーナメント
『リクルートＣＵＰ２０１８団体戦』

九州Ｂ 組合せ【６月９日（土）くまもと中央カントリークラブ】
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大同生命保険株式会社

株式会社 センショウ センショウ

TEAM あさが来た

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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大同生命保険株式会社

株式会社 センショウ
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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。
今年も決勝大会の模様2019年春ごろに番組放送決定！

アンケート回答者にもれなくフォルクスワーゲンオリジナルグッズ進呈！さらに！ダブルチャンス50,000円相当の体験型旅行

が抽選で当たります！アンケートページは右側のQRコードをスマホで読み取だるけでアクセスできます！！


