
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

柏原　政人 カシワバラ　マサト 小野　誠司 オノ　セイジ

武藤　英彦 ムトウ　ヒデヒコ 扇　大五郎 オオギ　ダイゴロウ

稲田　一彦 イナダ　カズヒコ 山口　健一 ヤマグチ　ケンイチ

丸山　龍一 マルヤマ　リュウイチ  喜田 敬太郎 キダ　ケイタロウ

藤野　一彦 フジノ　カズヒコ 森田　一平 モリタ　イッペイ

牧野　成樹 マキノ　シゲキ 樋口　喜禎 ヒグチ　ヨシサダ

塚田　淳一 ツカダジュンイチ 長嶋　義春 ナガシマ　ヨシハル

堀部　耕造 ホリベ　コウゾウ 中島　　学 ナカジマ　マナブ

大沼　祐介 オオヌマ　ユウスケ 佐藤　省吾 サトウ　ショウゴ

野村　昌利 ノムラ　マサトシ 和田　邦彦 ワダ　クニヒコ

野村　　均 ノムラ 　ヒトシ 佐林 　　繁 サバヤシ シゲル

長谷山 隆史 ハセヤマ タカシ 森本　紀彦 モリモト ノリヒコ

桜井　慶和 サクライ　ヨシカズ 岡村　敬宗 オカムラ　ケイゾウ

満留　義隆 ミツドメ　ヨシタカ 梅本　　琢 ウメモト　タク

松本　誠一 マツモト　セイイチ 八木　公彦 ヤギ　キミヒコ

土屋　敏明 ツチヤ　トシアキ 増田　　敦 マスダ　アツシ

島見　哲男 シマミ　テツオ 小林　雄平 コバヤシ　ユウヘイ

南　辰生 ミナミ　タツオ 高橋　克己 タカハシ　カツミ

加藤 　久利 カトウ ヒサトシ 前田 　　靜 マエダ シズカ

荻原 　　潤 オギハラ ジュン 長久保 龍伸 ナガクボ リュウシン

古川　雅也 フルカワ　マサヤ 松本　吉貴 マツモトヨシタカ

横山　真樹 ヨコヤマ　マサキ 渡辺　圭介 ワタナベ　ケイスケ

矢内　良樹 ヤナイ ヨシキ 廣瀬　信行 ヒロセ ノブユキ

福澤　勇二 フクザワ ユウジ 門田　新平 カドタ シンペイ

橋本　幸一 ハシモト　コウイチ 松山　淳 マツヤマ　ジュン

池田　憲一 イケダ　ケンイチ 中山　昌則 ナカヤマ　マサノリ

大川　　権 オオカワ　ケン 早川　昇尚 ハヤカワ　ノリヒサ

田中　健一 タナカ　ケンイチ 髙田　直樹 タカダ　ナオキ

佐々木 真帆 ササキ マホ 箕輪 真左子 ミノワ マサコ

坂井　良恵 サカイ　ヨシエ 和田　紘子 ワダ ヒロコ

城坂　　勝 ジョウサカ　マサル 南澤　昭徳 ミナミサワアキノリ

南後　明宏 ナンゴ　アキヒロ 田辺　浩子 タナベ　ヒロコ

梶原　隆司 カジワラ リュウジ 屋敷　幸雄 ヤシキユキオ

細谷　有彦 ホソヤアリヒコ - -

多々納　利之 タタノ　トシユキ 清水　孝洋 シミズ　タカヒロ

岩井　健司 イワイ　ケンジ 高巣　浩司 タカス　コウジ

小沼　隆史 オヌマ　タカシ 亀元　秀幸 カメモト　ヒデユキ

早川　正昭 ハヤカワ　マサアキ 畑　　孝治 ハタ　コウジ

西村　泰彦 ニシムラ　ヤスヒコ 石井　政幸 イシイ　マサユキ

山口　智光 ヤマグチ　トモミツ 増田　広樹 マスダ　ヒロキ

中村　　務 ナカムラ　ツトム 豊留　健一 トヨドメ　ケンイチ

千葉　洋己 チバ　ヒロキ 萩野谷　要 ハギノヤ　カナメ

北村　吉弘 キタムラ　ヨシヒロ 山田　英樹 ヤマダ　ヒデキ

大美　雅敬 オオミ　マサユキ 赤石　太郎 アカイシ　タロウ

首藤　　雅 シュトウ　マサシ 仲　　義治 ナカ　ヨシハル

鈴木　呂昌 スズキ　トモマサ 吉田　有三 ヨシダ　ユウゾウ

高木　洋二 タカギ　ヨウジ 影浦　泰治 カゲウラ　ヤスハル

長谷川　洋 ハセガワ　ヒロシ 網谷　孝仁 アミタニ　タカヒト

山川　正洋 ヤマカワ　マサヒロ 畠山　　宏 ハタケヤマ　ヒロシ

桜井　利行 サクライ　トシユキ 野坂　佳伸 ノザカ　ヨシノブ

小島　　隆 コジマ　タカシ 鈴木　秋悦 スズキ　シュウエツ

村上　和隆 ムラカミ　カズタカ 中島　健太郎 ナカジマ　ケンタロウ

内川　啓 ウチカワ　ケイ 鈴木　勝也 スズキ　カツヤ

後藤　浩樹 ゴトウ　ヒロキ 中川　幸一 ナカガワ　コウイチ

荒木　秀俊 アラキ　ヒデトシ 小野瀬　昌人 オノセ　マサト

須田　　滋 スダ　シゲル 松下　圭二 マツシタ　ケイジ

近江　　光 オウミ　ヒカル 上杉　亮太 ウエスギ　リョウタ

舘野　　正 タテノ　タダシ 山崎　正章 ヤマザキ　マサアキ

鈴木　　弘 スズキ　ヒロシ 神田 千佳代 カンダ　チカヨ

菊池　久雄 キクチ　ヒサオ 後藤　　渉 ゴトウ　ワタル

野澤　邦央 ノザワ　クニオ 山脇　龍一 ヤマワキ　リュウイチ

長瀬　公秀 ナガセ　キミヒデ 後藤　哲二 ゴトウ　テツジ

野口　友和 ノグチ　トモカズ 田原　浩章 タハラ　ヒロアキ

清水　篤史 シミズ　アツシ 寺本　宗一郎 テラモト　ソウイチロウ

柏原　秀彦 カシハラ　ヒデヒコ 野井　俊聡 ノイ　トシソウ

冨加見　俊彦 トガミ　トシヒコ 平岡　　博 ヒラオカ　ヒロシ

平田 幸一郎 ヒラタ　コウイチロウ 西村　　実 ニシムラ　ミノル

福田　康裕 フクダ　ヤスヒロ 中村　賀一 ナカムラ　ヨシカズ

中橋　晃文 ナカハシ　テルヤス 井下　　淳 イノシタ　ジュン

小池　勝則 コイケ　カツノリ 赤津　精一 アカツ　セイイチ

福士　博司 フクシ　ヒロシ 中宮　大介 ナカミヤ　ダイスケ

益田　瑞文 マスダ　ヨシフミ 春田　政則 ハルタ　マサノリ

高田　節夫 タカダ　セツオ 矢野　　学 ヤノ　マナブ

朝比奈 太郎 アサヒナ　タロウ 川島　康弘 カワシマ　ヤスヒロ

井ノ口　秀之 イノクチ　ヒデユキ 佐藤　　潤 サトウ　ジュン

千葉　大輔 チバ　ダイスケ 見木　政弘 ミキ　マサヒロ

青木　芳清 アオキ　ヨシキヨ 渥美　　勝 アツミ　マサル

末田　浩一 スエダ　コウイチ 小林　　潔 コバヤシ　キヨシ

和田　貴之 ワダ　タカユキ 鈴木　弘昭 スズキ　ヒロアキ

久保　　努 クボ　ツトム 浅野　勝巳 アサノ　カツミ

堀内　　勝 ホリウチ　 マサル 近藤　裕孝 コンドウ 　ユタカ

木下　和也 キノシタ　カズヤ 畔柳　　肇 クロヤナギ ハジメ

齋藤　　睦 サイトウ　アツシ 熱田　　豊 アツタ　ユタカ

交川　佳克 マジカワ　ヨシカツ 池田 　　靖 イケダ　ヤスシ

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』

北関東C
 組合せ【7月21日（土）取手国際ゴルフ倶楽部東コース】

　O U T I　N

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

№

1

2

3
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5
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7

8

9
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13

14

15
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18

ﾁｰﾑ PHOENIX 2

さぬまる

YMCA

出光チームＮ

東京建物 株式会社

みずほフィナンシャルグループ

東京建物 株式会社

富士電機ITソリューション株式会社

株式会社サッポロ実業

大和証券株式会社

株式会社日立システムズ

株式会社ツインズ

大成有楽不動産株式会社

ﾁｰﾑ PHOENIX 2

さぬまる

東京建物　Ｃチーム

みずほゴルフ部Bチーム

東京建物　Bチーム

FSL横好きチームB

サッポログループ

Daiwa

ＨＩＳＹＳ　Ｂチーム

チームキャタピー

オーベルＢ

関東化学株式会社

株式会社エアーポートカーゴサービス

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

株式会社エンバイオ・ホールディングス

株式会社 日立産業制御ソリューションズ

YMCA

出光チームＮ

オーベルＡ

Team BugsBros

長谷工チームＢ

チームSG

HiICS-B

ATJ チームA

HiICS-C

味の素株式会社

株式会社リクルートライフスタイル

出光興産株式会社

大成有楽不動産株式会社

WARNER BROS. JAPAN LLC

綜合警備保障株式会社

三井物産株式会社

ホーチキ株式会社

綜合警備保障株式会社

全日空商事株式会社

東京建物 株式会社

みずほフィナンシャルグループ

ホーチキ株式会社

富士電機ITソリューション株式会社

株式会社 長谷工コーポレーション

出光興産株式会社

株式会社 日立産業制御ソリューションズ

株式会社オートテクニックジャパン

株式会社 日立産業制御ソリューションズ

株式会社日立システムズ

三洋貿易株式会社

株式会社佐沼建築システムデザイン

ＨＩＳＹＳ　Ａチーム

ＡＬＳＯＫ チームＢ

三井物産ゴルフ部A

ホーチキ Ｂチーム

ＡＬＳＯＫ チームＡ

ANATCゴルフ部

東京建物　Dチーム

みずほゴルフ部Cチーム

ホーチキ Ａチーム

FSL横好きチームC

味の素株式会社

TIS株式会社

三井住友海上プライマリー生命株式会社

10:03

10:12

10:21

チームエンバイオ

HiICS-A

味の素Ａ

株式会社エンバイオ・ホールディングス

株式会社 日立産業制御ソリューションズ

API別館

ス
ター
ト時

7:30

7:39

7:48

7:57

8:06

8:15

8:24

8:42

8:51

9:00

9:09

9:18

9:27

9:45

9:54

チップインボギー

チームPGC

ＴｅａｍＦＧＧ

チームべんちゃん

ACS関東

タフ（TOUGH）

チームＬＡＩ

みずほフィナンシャルグループ

東京建物 株式会社

富士電機ITソリューション株式会社

株式会社サッポロ実業

大和証券株式会社

株式会社日立システムズ

株式会社ツインズ

大成有楽不動産株式会社

みずほゴルフ部A

株式会社日立システムズ

三洋貿易株式会社

株式会社佐沼建築システムデザイン

株式会社リクルートライフスタイル

出光興産株式会社

大成有楽不動産株式会社

WARNER BROS. JAPAN LLC

株式会社 長谷工コーポレーション

出光興産株式会社

株式会社 日立産業制御ソリューションズ

株式会社オートテクニックジャパン

株式会社 日立産業制御ソリューションズ

関東化学株式会社

株式会社エアーポートカーゴサービス

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

三井物産株式会社

ホーチキ株式会社

綜合警備保障株式会社

全日空商事株式会社

東京建物 株式会社

みずほフィナンシャルグループ

ホーチキ株式会社

富士電機ITソリューション株式会社

東京建物 株式会社

株式会社レジェンド・アプリケーションズ

みずほフィナンシャルグループ

アステラス製薬株式会社

ＡＬＳＯＫ チームＢ

三井物産ゴルフ部A

ホーチキ Ｂチーム

ＡＬＳＯＫ チームＡ

ANATCゴルフ部

東京建物　Dチーム

みずほゴルフ部Cチーム

ホーチキ Ａチーム

FSL横好きチームC

東京建物　Ｃチーム

みずほゴルフ部Bチーム

東京建物　Bチーム

FSL横好きチームB

サッポログループ

Daiwa

ＨＩＳＹＳ　Ｂチーム

チームキャタピー

オーベルＢ

ＨＩＳＹＳ　Ａチーム

綜合警備保障株式会社

オーベルＡ

Team BugsBros

長谷工チームＢ

チームSG

18

HiICS-B

ATJ チームA

HiICS-C

チームべんちゃん

ACS関東

タフ（TOUGH）

チームエンバイオ

HiICS-A

味の素Ａ

9

10

11

12

13

14

15

16

17

№

1

2

3

4

5

6

7

8

19

20

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。

チップインボギー

チームPGC

ＴｅａｍＦＧＧ

チームＬＡＩ

10:48

株式会社レジェンド・アプリケーションズ

みずほフィナンシャルグループ

アステラス製薬株式会社

TIS株式会社

三井住友海上プライマリー生命株式会社

富国生命保険相互会社

19

20

21

みずほゴルフ部A
21

API別館

10:30

10:39

富国生命保険相互会社

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！

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！！


