
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

伊達　純一 ダテ ジュンイチ 川本　逸平 カワモト　イッペイ

黒木　敏一 クロキ トシカズ 中村　一幸 ナカムラ カズユキ

森　美樹雄 モリ　ミキオ 平井　晃 ヒライ　アキラ

高畑　輝彦 タカハタ　テルヒコ 打出　孝一 ウチデ　コウイチ

向山　國基 ムコヤマ　クニキ 清水　善彦 シミズ　ヨシヒコ

白川　哲 シラカワ　テツ 田村　守 タムラ　マモル

宮内 裕一郎 ミヤウチ ユウイチロウ 小林　泰平 コバヤシ タイヘイ

城間　勝幸 シロマ カツユキ 笹岡　保樹 ササオカ　ヤスキ

寺本　剛 テラモト　ツヨシ 井澤　好寿 イザワ　ヨシヒサ

犬飼　順紀 イヌカイ　ヨシキ 渡辺　恵太 ワタナベ　ケイタ

石津　剛 イシヅ　ツヨシ 佐藤　正義 サトウ　マサヨシ

内藤　一芳 ナイトウ　カズヨシ 柳世　和大 ヤナギセ　カズヒロ

水野谷　明 ミズノヤ　アキラ 清水　雅人 シミズ　マサト

木下　記秀 キノシタ　ノリヒデ 若山　勝志 ワカヤマ　カツシ

井手　敏明 イデ　トシアキ 池田　義文 イケダ　ヨシフミ

西村 　政信 ニシムラ　マサノブ 佐藤　英樹 サトウ　ヒデキ

奥谷　忠司 オクタニ　タダシ 安達　節男 アダチ　セツオ

松本　泰郎 マツモト　ヤスオ 山下　明伸 ヤマシタ　アキノブ

屋敷　大輔 ヤシキ　ダイスケ 松本　久雄 マツモト　ヒサオ

刀根　敬之 トネ　タカユキ

川村　隆馬 カワムラ　リュウマ 山脇　祥生 ヤマワキ　ヨシオ

大原　善治 オオハラ　ヨシハル 高橋　穣 タカハシ　ユタカ

間部　武志 マナベ　タケシ 田中　利寿 タナカ　トシヒサ

宮本　　敬 ミヤモト　タカシ 徳永　元樹 トクナガ　モトキ

上原　雄一 ウエハラ　ユウイチ 須田　孝 スダ　タカシ

山下　強 ヤマシタ　ツヨシ 松井　和孝 マツイ　カズタカ

木村　良一郎 キムラ　リョウイチロウ 猪俣　覚 イノマタ　サトル

床尾　達郎 トコオ　タツオ 酒井　恵美 サカイ　エミ

川内　伸次 カワウチ　シンジ 渡辺　圭介 ワタナベ　ケイスケ

台野　貢 ダイノ　ミツグ 西本　真治 ニシモト　シンジ

指輪　吉孝 サシワ　ヨシタカ 伊藤　憲治 イトウ　ケンジ

上野　英雄 ウエノ　ヒデオ 松岡　賀之 マツオカ　ノリユキ

清水　俊之 シミズ　トシユキ 中野　惠史 ナカノ　シゲフミ

藤井　猛晴 フジイ　タケハル 市田　洋平 イチダ　ヨウヘイ

瀬古　雄也 セコ　ユウヤ 柴田　啓太 シバタ　ケイタ

木村　輝彦 キムラ　テルヒコ 岸野　浩士 キシノ　コウジ

菅原　隆文 スガハラ　タカフミ 籠田　俊彦 カゴタ　トシヒコ

今中　輝明 イマナカ　テルアキ 小林　正人 コバヤシ　マサト

越智　敏 オチ　サトシ 辻　智哉 ツジ　トモヤ

北浦　克也 キタウラ　カツヤ 木村　直人 キムラ　ナオト

盛山　弘一 セイヤマ　コウイチ 泉　友宏 イズミ　トモヒロ

福田　大輝 フクダ　ダイキ 北山　忠 キタヤマ　タダシ

神田　泰寿 カンダ　ヤストシ 木場　幸次 コバ　コウジ

赤松　由雅 アカマツ　ヨシタダ 斎藤　達雄 サイトウ　タツオ

末　純一郎 スエ　ジュンイチロウ 末　江里子 スエ　エリコ

水野　道夫 ミズノ　ミチオ 西村　康二 ニシムラ　コウジ

木田　良太 キダ　リョウタ 成田　薫 ナリタ　カオル

津坂　英二 ツサカ　エイジ 水平　知宏 ミズヒラ　トモヒロ

中水　滋己 ナカミズ　シゲミ 橋本　貞男 ハシモト　サダオ

伊山　昭一 イヤマ　ショウイチ 星山　健二 ホシヤマ　ケンジ

伊達　真一 ダテ　シンイチ 野々　哲也 ノノ　テツヤ

坪田　康弘 ツボタ　ヤスヒロ 山室　龍志郎 ヤマムロ　リュウシロウ

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』

東近畿A 組合せ【5月27日（日）瀬田ゴルフコース　東コース】

　O U T I　N
№

1

2

3

4

5

株式会社 ダテ・メディカルサービス

川重冷熱工業株式会社

株式会社HI-LINE

DAIICHI　HOLDINGS

建装工業株式会社

株式会社Ｇファクトリー

株式会社日本エスコン

株式会社 京都プラテック

石黒メディカルシステム株式会社

株式会社ペーパル

チームDMS

Team Efficio

HI-LINE　GOLF　CLUB

TEAM MAHALO

チームKENSO

6

7

近江産業株式会社

オーエスエレクトロニクス株式会社

MHDモエヘネシー　ディアジオ株式会社

株式会社 木村牧場

株式会社 ダテ・メディカルサービス

川重冷熱工業株式会社

株式会社HI-LINE

DAIICHI　HOLDINGS

建装工業株式会社

株式会社Ｇファクトリー

株式会社日本エスコン

株式会社 京都プラテック

石黒メディカルシステム株式会社

TEAM　GCS-G

Escon　Japan

Ｔｅａｍ　ＫＹＯＰＬＡ

チームIMS

Team-P

ohmiクラブ

EG会選抜

NTT西日本グループ

8

9

10

株式会社ペーパル

近江産業株式会社

オーエスエレクトロニクス株式会社

MHDモエヘネシー　ディアジオ株式会社

株式会社 木村牧場

株式会社ケイ・オプティコム

野村建設工業株式会社

株式会社ケイ・オプティコム

NTT西日本グループ

近畿労働金庫

日本ペイントホールディングス株式会社

teamピスタチオ

プリンスホテル西日本

タイセイ

ハセコー1

京都焼肉アジェ

Team-P

ohmiクラブ

EG会選抜

山下塾

チーム キムラ

ＴＥＡＭ　｢ｅｏ光｣

プレイング4

ＴＥＡＭ　｢ｍｉｎｅｏ｣

teamマカダミア

ビッグウェーブ

凸凹衆

8:42

8:49

8:56

11

12

13

株式会社プリンスホテル

株式会社タイセイ

株式会社長谷工コーポレーション

有限会社 食商

センコー株式会社

スター
ト時間

7:25

7:32

7:39

7:46

7:53

8:00

8:07

8:14

8:28

8:35

チームDMS

Team Efficio

HI-LINE　GOLF　CLUB

TEAM MAHALO

チームKENSO

TEAM　GCS-G

Escon　Japan

Ｔｅａｍ　ＫＹＯＰＬＡ

チームIMS

センコーゴルフ部

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。

株式会社長谷工コーポレーション

有限会社 食商

センコー株式会社

株式会社ケイ・オプティコム

野村建設工業株式会社

株式会社ケイ・オプティコム

NTT西日本グループ

近畿労働金庫

日本ペイントホールディングス株式会社

NTT西日本グループ

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！！！

山下塾

チーム キムラ

株式会社プリンスホテル

株式会社タイセイ

ＴＥＡＭ　｢ｅｏ光｣

プレイング4

ＴＥＡＭ　｢ｍｉｎｅｏ｣

teamマカダミア

ビッグウェーブ

凸凹衆

teamピスタチオ

センコーゴルフ部

№

1

2

3
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5

6

7

8

9
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11
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13

プリンスホテル西日本

タイセイ

ハセコー1

京都焼肉アジェ

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！！


