
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

長郷　君也 ナガサト　キミヤ 大川　大輔 オオカワ　ダイスケ

澤田　達矢 サワダ　タツヤ 丁 　　紹徳 テイ　アキノリ

瓦田　尚宏 カワラダ　タカヒロ 谷口　元英 タニグチ　モトヒデ

仲江川 水遥 ナカエガワ　ミト 安藤　黄太 アンドウ　コウタ

浜原　正豊 ハマハラ　マサトヨ 羽生　真一 ハニュウ　シンイチ

向井　美緒 ムカイ　ミオ 岡村　愛弓 オカムラ　アユミ

木村　武司 キムラ　タケシ 伊口　隆弘 イグチ　タカヒロ

染谷　　啓 ソメヤ　ケイ 谷川　　司 タニガワ　ツカサ

山根　一朗 ヤマネ　イチロウ 三鴨　秀己 ミカ　モヒデキ

妹尾　睦男 セオ　ムツオ 浅中　雅彦 アサナカ　マサヒコ

高垣　良男 タカガキ　ヨシオ 荒木　　大 アラキ　ダイ

春名　　久 ハルナ　ヒサシ 岡本　和夫 オカモト　カズオ

武内　雅史 タケウチ　マサシ 川合　隆典 カワイ　タカノリ

吉井　靖二 ヨシイ　セイジ 矢村　浩行 ヤムラ　ヒロユキ

岡田　浩二 オカダ　コウジ 松原　伸幸 マツバラ　ノブユキ

辻　　俊彦 ツジ　トシヒコ 溝本　暢之 ミゾモト　ノブユキ

菅原　　洋 スガハラ　ヒロシ 若槻　光雄 ワカツキ　ミツオ

恒藤　元英 ツネフジ　モトヒデ 斎藤　祐也 サイトウ　ユウヤ

川内 　　浩 カワウチ　ヒロシ 真住　　亨 マスミ　トオル

木原 　一真 キハラ　カズマ 狩野 　洸寿 カリノ　コウジュ

野田　光信 ノダ　ミツノブ 寺田　憲弘 テラダ　ノリヒロ

石丸　智也 イシマル　トモヤ

藤田　新二 フジタ　シンジ 上山　竜郎 ウエヤマ　タツロウ

川西　伊織 カワニシ　イオリ 京奥　将貴 キョウオク　マサタカ

黒本　幸宏 クロモト ユキヒロ 小崎　啓之 オザキ ヒロユキ

小林　和宏 コバヤシ ガスヒロ 塩川　貴裕 シオカワ タカヒロ

高岡　　柱 タカオカ　ハシラ 榎本　貴之 エノモト　タカユキ

深野　勇樹 フカノ　ユウキ 岡田　久美 オカダ　クミ

藤本　浩司 フジモト コウジ 三浦　拓也 ミウラ タクヤ

藤井　　稔 フジイ ミノル 河野　誠一 コウノ セイイチ

福井　正典 フクイ　マサノリ 佛願　宏明 ブツガン　ヒロアキ

川原林　昭人 カワラバヤシ　アキヒト 山内　隆史 ヤマウチ　タカシ

石原　常雄 イシハラ　ツネオ 谷野　義和 タニノ　ヨシカズ

西野　　肇 ニシノ　ハジム 立石　一郎 タテイシ　イチロウ

上田　元樹 ウエダ　モトキ 峯野　　智 ミネノ　サトシ

奥谷　佑造 オクタニ　ユウゾウ

本郷　順三 ホンゴウ　ジュンゾウ 垰田　幸治 タオダ　コウジ

佐々木　優 ササキ　マサル 稲垣　康治 イナガキ　コウジ

四方　義和 シカタ　ヨシカズ 藤村　真人 フジムラ　マビト

笠井　宏真 カサイ　ヒロマサ 中村　　仁 ナカムラ　ヒトシ

清水　　力 シミズ　ツトム 荒尾　辰之 アラオ　タツユキ

貴志　彰英 キシ　アキヒデ 佐々木 啓行 ササキ　ヒロユキ

為近　仁晴 タメチカ　ヨシハル 山田　健司 ヤマダ　タケシ

青木　真哉 アオキ　シンヤ 鎌田　伸二 カマダ　シンジ

米田 健太郎 ヨネダ　ケンタロウ 河野　朋弘 カワノ　トモヒロ

松藤　修士 マツフジ　シュウジ 新井　朋弘 アライ　トモヒロ

中田　大樹 ナカタ　タイキ 藤原　昌信 フジワラ　マサノブ

宮本　貴之 ミヤモト　タカユキ 金沢　英幸 カナザワ　ヒデユキ

北濱　勝也 キタハマ　カツヤ 松本 二三章 マツモト　フミアキ

木村　博彦 キムラ　ヒロヒコ 中本　雅祥 ナカモト　マサヨシ

吉田　浩二 ヨシダ　コウジ 飯田　勝康 イイダ　カツヤス

東　龍一郎 アズマ　リュウイチロウ 中山　雄之 ナカヤマ　タケユキ

木村　秀司 キムラ　シュウジ 北村　浩二 キタムラ　コウジ

江口　裕章 エグチ　ヒロアキ 津田　栄一 ツダ　エイイチ

葛原　　淳 クズハラ　アツシ 細見　幸信 ホソミ　ユキノブ

大迫　裕朗 オオサコ　ヒロアキ 大塚　直哉 オオツカ　ナオヤ

松瀬　和廣 マツセ　カズヒロ 富本　昌典 トミモト　マサノリ

水井手 義孝 ミズイデ　ヨシタカ 中原　啓介 ナカハラ　ケイスケ

川崎　裕禎 カワサキ　ヒロサダ 姫岡　雄吾 ヒメオカ　ユウゴ

猪川　　繁 イカワ　シゲル 細田　和彦 ホソダ　カズヒコ

大門　篤史 ダイモン　アツシ 田中　　克 タナカ　スグル

辻中　聖也 ツジナカ　セイヤ 平野　匡史 ヒラノ　マサシ

中山　隆幸 ナカヤマ　タカユキ 竹内　　潤 タケウチ　ジュン

吉野　英樹 ヨシノ　ヒデキ 松葉　貢生 マツバ　ツギオ

和田　　理 ワダ 　サトル 藤原  孝幸 フジワラ  タカユキ

長谷川  敏朗 ハセガワ  トシロウ 永田  智之 ナガタ  トモユキ

染谷　玲央 ソメタニ 　レオ 小泉　直也 コイズミ　ナオヤ

山本　晃市 ヤマモト　コウイチ 森田　晃平 モリタ　コウヘイ

竹本　　純 タケモト　ジュン 松山　俊二 マツヤマ　シュンジ

木村　浩司 キムラ　コウジ 山口　　暁 ヤマグチ　サトル

藤原　新吾 フジワラ シンゴ 冨田　泰功 トミタ ヤスノリ

岸本　英樹 キシモト ヒデキ 簑田　修平 ミノダ シュウヘイ

田嶋 康次郎 タジマ　ヤスジロウ 福田　　衆 フクダ　シュウ

小西　剛生 コニシ　タケオ 村越　順司 ムラコシ　ジュンジ

桃井　和安 モモイ　カズヤス 菊　　義之 キク　　ヨシユキ

山下　和志 ヤマシタ　カズシ 原　　隆人 ハラ　　タカト

平松　　慎 ヒラマツ　シン

治田　吉史 ハルタ　ヨシフミ

澤田　　等 サワダ　ヒトシ

塩田　　聡 シオタ　サトシ

株式会社 長谷工コーポレーション ハセコー２

フジテック株式会社 チームフジテック

株式会社 長谷工コーポレーション ハセコー２

フジテック株式会社 チームフジテック

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ＢＳＣ チームＳＥ

8:21

株式会社ＢＳＣ チームＳＥ

9:51

チーム官兵衛

OMC-GOLF

チームKOYO

team隼

NJR

PKW48

Ｔｅａｍ ＴＯＫＵＳＥＮ

Aチーム
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株式会社　大気社 ＯＨ☆チームＺ　（オーエッチ　チームＺ） 株式会社　大気社 ＯＨ☆チームＺ　（オーエッチ　チームＺ）

ABCゴルフ同好会

ワイレア

team隼

NJR

PKW48

Ｔｅａｍ ＴＯＫＵＳＥＮ
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朝日放送テレビ

大阪医科大学

株式会社ジェイテクト

NTT西日本グループ

日本住宅流通株式会社

ABCゴルフ同好会
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ふれっつ

ダボの鳥Bチーム

ＭＵＦＧ－Ｄ

ダボの鳥Aチーム

ACS関西

チーム ＹＵＭＩ

ＴＥＡＭそふまる

パナソニック 株式会社　加西事業所

トクセン工業株式会社

NTTビジネスソリューションズ　関西支店

JCRファーマ株式会社

株式会社三菱UFJ銀行

JCRファーマ株式会社

株式会社 メディセオ

名阪食品株式会社

株式会社ノムラクリーニング

株式会社　大気社

アース製薬株式会社
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「ぷいぷいチーム」

スプリングＧＡ

チームオレンジ

OMC-GOLF

チームKOYO
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鉄板焼倶楽部

TIS大阪ゴルフ部

チーム・アンビション

滑らないゴルフできます。

GOGIN

UEMURA'S Bチーム

TTS

UEMURA'S Aチーム　

ＳＲＫ

Aチーム

ＯＨ☆チームＡ　（オーエッチ　チームＡ）

アースノーマット

「せやねんチーム」

チームモンダミン

チームred

バーニングマン

株式会社毎日放送

アース製薬株式会社

株式会社毎日放送

三洋エナジー南淡株式会社

株式会社トラストパートナー

TIS株式会社

株式会社アンビション

プルデンシャル生命保険株式会社大阪北支社

株式会社山陰合同銀行

上村航機株式会社

タキイ種苗株式会社

上村航機株式会社

昭和瀝青工業株式会社

日本イーライリリー株式会社

株式会社ムサシ

株式会社エアーポートカーゴサービス

ＯＨ☆チームＡ　（オーエッチ　チームＡ）

アースノーマット

「せやねんチーム」

チームモンダミン

株式会社オブロン

グラクソ・スミスクライン株式会社

ワイレア

チーム官兵衛

ス
ター
ト時
間

7:00

7:09

7:18

7:27

7:36

7:45

7:54

8:03

8:12

8:30

8:39

8:48

8:57

9:06

9:15

株式会社毎日放送

アース製薬株式会社

株式会社毎日放送

三洋エナジー南淡株式会社

9:24

9:33

9:42

「ぷいぷいチーム」

スプリングＧＡ

チームオレンジ

パナソニック 株式会社　加西事業所

トクセン工業株式会社

朝日放送テレビ

NTTマーケティングアクト関西支店

グラクソ・スミスクライン株式会社

大阪医科大学

株式会社ジェイテクト

NTT西日本グループ

日本住宅流通株式会社

チームred

バーニングマン

ふれっつ

ダボの鳥Bチーム

ＭＵＦＧ－Ｄ

ダボの鳥Aチーム

ACS関西

チーム ＹＵＭＩ

ＴＥＡＭそふまる

鉄板焼倶楽部

TIS大阪ゴルフ部

チーム・アンビション

滑らないゴルフできます。

GOGIN

UEMURA'S Bチーム

TTS

UEMURA'S Aチーム　

ＳＲＫ
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株式会社トラストパートナー

TIS株式会社

株式会社アンビション

プルデンシャル生命保険株式会社大阪北支社

株式会社山陰合同銀行

上村航機株式会社

タキイ種苗株式会社

上村航機株式会社

昭和瀝青工業株式会社

日本イーライリリー株式会社

株式会社ムサシ

NTTビジネスソリューションズ　関西支店

JCRファーマ株式会社

株式会社三菱UFJ銀行

JCRファーマ株式会社

株式会社エアーポートカーゴサービス

株式会社 メディセオ

名阪食品株式会社

株式会社ノムラクリーニング

株式会社　大気社

アース製薬株式会社

株式会社オブロン

NTTマーケティングアクト関西支店

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』

西近畿B 組合せ【7月16日（月/祝）吉川カントリー倶楽部】

　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
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今年も決勝大会の模様が2019年初ごろに番組放送決

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！！


