
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

新海　雅之 シンカイ　マサシ 今泉　祐二 イマイズミ　ユウジ

高島　祐一郎 タカシマ ユウイチロウ 米澤　仁次 ヨネザワ　ヒトツグ

中島　雄三 ナカジマ　ユウゾウ 玉﨑　康祐 タマサキ　コウスケ

石松　寛之 イシマツ　ヒロユキ 松本　隼輔 マツモト　シュンスケ

早川　貴俊 ハヤカワ　タカトシ 山野　長弘 ヤマノ　ナガヒロ

戸塚　宏 トツカ　ヒロシ 佐藤　隆雄 サトウ　タカオ

池田　秀巨 イケダ　ヒデノリ 片岡　有二 カタオカ　ユウジ

山本　敏雅 ヤマモト　トシマサ 鈴木　倫幸 スズキ　トモユキ

西川　宏孝 ニシカワ　ヒロタカ 大蔵　研一 オオクラ　ケンイチ

菅沼　有二 スガヌマ　ユウジ 鳴海　賢一 ナルミ　ケンイチ

寺田　博志 テラダ　ヒロシ 藤倉　岳司 フジクラ　タケシ

小竹　勝美 コタケ　カツミ 高橋　宏彰 タカハシ　ヒロアキ

千葉　晃嗣 チバ　コウジ 利根沢　稔 トネザワ　ミノル

吉澤　治美 ヨシザワ　ハルミ 芝池　秀昭 シバイケ　ヒデアキ

高木　実 タカギ　ミノル 豊嶋　芳昭 トヨシマ　ヨシアキ

中村　 正紀 ナカムラ　マサノリ 高橋　実 タカハシ　ミノル

田丸　寿幸 タマル　カズユキ 佐藤　利宏 サトウ　トシヒロ

中村　敏明 ナカムラ　トシアキ 草木迫 雅智 クサキサコ　マサトモ

土田　稔 ツチダ　ミノル 篠崎　彰啓 シノザキ　アキヒロ

高橋　一彰 タカハシ　カズアキ 杉野　孝太 スギノ　コウタ

國安　孝則 クニヤス　タカノリ 岩島　紀枝 イワシマ　ノリエ

本郷　唯 ホンゴウ　ユイ 小西　徹 コニシ　トオル

菅原　英児 スガハラ　エイジ 山下　洋史 ヤマシタ　ヨウジ

河井　裕一 カワイ　ユウイチ 山口　勲 ヤマグチ　イサオ

江口　議晃 エグチ　ノリアキ 大森　政孝 オオモリ　マサタカ

村田 元太郎 ムラタ　ゲンタロウ 阿部　真也 アベ　シンヤ

岩崎 真由美 イワサキ　マユミ 馬場　知子 ババ　トモコ

白谷　真弓 シロタニ　マユミ 島岡　美樹 シマオカ　ミキ

島村　卓樹 シマムラ　タカキ 染谷　芳郎 ソメヤ　ヨシロウ

名塚　崇 ナツカ　タカシ 金田　茂雄 カネダ　シゲオ

和田　康弘 ワダ　ヤスヒロ 宮部　茂 ミヤベ　シゲル

櫻木　翼 サクラギ　ツバサ 原田　宏昌 ハラダ　ヒロマサ

鈴木　利幸 スズキ　トシユキ 藤村　将成 フジムラ　マサナリ

保田　恵見 ヤスダ　エミ 寛座　智大 カンザ　トモヒロ

森田　聡 モリタ　サトシ 北風　和歩 キタカゼ　カズホ

加藤　敬史 カトウ　タカフミ 米山　　晋 ヨネヤマ　ススム

黒滝　寛 クロタキ　ヒロシ 石川　実 イシカワ　ミノル

村上　雅紀 ムラカミ　マサノリ 河合　達 カワイ　ススム

内藤　陽子 ナイトウ　ヨウコ 佐藤　浩之 サトウ　ヒロユキ

小淵　洋生 コブチ　ヒロオ 細谷　和博 ホソヤ　カズヒロ

正西　康英 マサニシ　ヤスヒデ 大倉　主脩 オオクラ　オサム

斉藤　宗宏 サイトウ　ムネヒロ 岩崎　治 イワサキ　オサム

藤田　寿志 フジタ　ヒサシ 八木　峰人 ヤギ　ミネト

萩本　高教 ハギモト　タカノリ 成尾 圭太郎 ナルオ　ケイタロウ

ホンダアクセス　Dチーム

ＫＹＢ株式会社

岡谷鋼機株式会社

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

SMFLキャピタル株式会社

リコージャパン株式会社

マイクロンジャパン株式会社

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

SMFLキャピタル株式会社
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V-nasClair(ビーナスクレア)
第2選抜チーム

thermos1904_teamA

チームミタニチームミタニ

講談社グループ

サーモス株式会社

川田テクノシステム株式会社

サーモス株式会社

三谷商事株式会社

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』

圏央Ａ 組合せ【5月19日（土）日本カントリークラブ】

　O U T I　N
№

1

2

3

4

5

講談社グループ

サーモス株式会社

川田テクノシステム株式会社

サーモス株式会社

三谷商事株式会社

川田テクノシステム株式会社

株式会社　丸正サンキョー

出光興産株式会社

キーサイト・テクノロジー合同会社

株式会社　ホンダアクセス

チームⅩチームⅩ

thermos1904_teamB

V-nasClair(ビーナスクレア)
第2選抜チーム

thermos1904_teamA

スタート
時間

8:35

8:42

8:49

8:56

9:03

9:10

9:24

9:31

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。
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株式会社　ホンダアクセス

出光興産株式会社

キーサイト・テクノロジー合同会社

チーム　プライド

出光チームI

チームA

チームF

チームB

ホンダアクセス　Dチーム

出光チームI

チームA

ノーバーディーズ

岡谷孔球倶楽部A

CTC-A

SMFLC-CF

9:45

9:52

ノーバーディーズ

RJG-A

Go Micron! team A

CTC-Ｚ

SMFLC-FS

9:38

岡谷孔球倶楽部A

CTC-A

SMFLC-CF

V-nasClair(ビーナスクレア)
第1選抜チーム

TEAM　SANKYO

チームF

チームB

RJG-A

Go Micron! team A

CTC-Ｚ

SMFLC-FS

チーム　プライド

チームB

出光興産株式会社

キーサイト・テクノロジー合同会社

日本オラクル株式会社

ブリヂストングループ

日本オラクル株式会社

ブリヂストングループ チームB

川田テクノシステム株式会社

株式会社　丸正サンキョー

出光興産株式会社

キーサイト・テクノロジー合同会社

V-nasClair(ビーナスクレア)
第1選抜チーム

TEAM　SANKYO

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2019年春頃に放送決定！！！
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ＫＹＢ株式会社

岡谷鋼機株式会社

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
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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！！


