
選 手 名 フリガナ 企業名 チーム名

中尾　寿敏 ナカオ　ヒサトシ

岩﨑　卓生 イワザキタクオ

福丸　誠司 フクマル　セイジ

江口　靖幸 エグチ　ヤスユキ

岩﨑　謙志 イワサキ　ケンジ

野田　和秀 ノダ　カズヒデ

坂田　敏文 サカタ　トシフミ

平田　厚司 ヒラタ　アツシ

百崎　崇浩 モモサキ　タカヒロ

長谷川 龍晴 ハセガワ　タツハル

只野　　積 タダノ　ツモル

山中　健輔 ヤマナカ　ケンスケ

南　　正守 ミナミ　マサモリ

吉岡　伸一 ヨシオカ　シンイチ

徳山　東吉 トクヤマ　トウキチ

長谷川 侑希 ハセガワ　ユウキ

八重　好昭 ヤエ　ヨシアキ

井田　和裕 イダ　カズヒロ

徳山　仁志 トクヤマ　ヒトシ

玉江　浩一 タマエ　コウイチ

江藤　雄二 エトウ　ユウジ

原田　耕介 ハラダ　コウスケ

田中　真一 タナカ　シンイチ

多田　優香 タダ　ユカ

白井　貴泰 シライ　タカヤス

松雪　聡史 マツユキ　サトシ

辰島　宣昭 タツシマ　ノブアキ

大島 健太郎 オオシマ ケンタロウ

合澤　貴博 アイザワ　タカヒロ

山本 真一郎 ヤマモト　シンイチロウ

今井　孝光 イマイ　タカミツ

酒井　聖二 サカイ　セイジ

亀井　哲洋 カメイ　テツヒロ

牧野　哲也 マキノ　テツヤ

吉原　一博 ヨシハラ　カズヒロ

三輪　好章 ミワ　ヨシユキ

赤池　和正 アカイケ　カズマサ

斉藤　秀和 サイトウ　ヒデカズ

冨士川 賢治 フジカワ　ケンジ

菊田　聖慈 キクタ　セイジ

野村　俊文 ノムラ　トシフミ

芝田　智 シバタ　サトル

浦杉　和義 ウラスギ　カズヨシ

濱田　隆弘 ハマダ　タカヒロ

梅津　亮一 ウメズ　リョウイチ

武原　剛士 タケハラ　ツヨシ		

栗山　祐一 クリヤマ　ユウイチ

小林　竜彦 コバヤシ　タツヒコ

中井　伸一 ナカイ　シンイチ

安永　全弘 ヤスナガ　タケヒロ

金子　託呂 カネコ　タクロ

小倉 慶太郎 オグラ　ケイタロウ

植松　和久 ウエマツ　カズヒサ

中村　新之介 ナカムラ　シンノスケ

渡邉　健一 ワタナベ　ケンイチ

渡部　幸夫 ワタナベ　ユキオ

磯崎　慎二 イソザキ　シンジ

奥田　健一 オクダ　ケンイチ

足立　憲一 アダチ　ケンイチ

人見　英一 ヒトミ　エイイチ

田中　久稔 タナカ　ヒサトシ

小津和 健吾 コヅワ　ケンゴ

寳部　勝彦 タカラベ　カツヒコ

小佐古 哲哉 コサコ　テツヤ

岡本　淳一 オカモト　ジュンイチ

吉田　鉄兵 ヨシダ　テッペイ

小森　直樹 コモリ　ナオキ

正中　誠治 ショウナカ セイジ

内田　孝之 ウチダ　タカユキ

石井　　敦 イシイ　アツシ

大熊　孝二 オオクマ　コウジ

木下　裕文 キノシタ　ヒロフミ

大崎　敏弘 オオサキ　トシヒロ

山川　　礼 ヤマカワ　レイ

草本　　桂 クサモト　カツラ

安富　章二 ヤストミ　ショウジ

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。

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

小波瀬病院 座土下座

10

株式会社竹中工務店 TAKENAKA TEAM -A

9:10

11

株式会社竹中工務店 TAKENAKA TEAM -A

9:17
小波瀬病院 座土下座

12

株式会社NTTデータ九州 IT@KYUSHU-B

9:24
株式会社アーウィン チームドリステ

13

株式会社NTTデータ九州 IT@KYUSHU-B

9:31

株式会社竹中工務店 TAKENAKA　TEAM-B

9

株式会社ほけんの１１０番 チームほっとん

9:03

株式会社竹中工務店 TAKENAKA　TEAM-B

8

株式会社ほけんの１１０番 チームほっとん

8:56

8:14

8:21

8:28

株式会社日新 TEAM NISSIN A

株式会社徳山フードシステム コリアンハウス洪苑

7

西日本プラント工業株式会社 TEAM  西プラ

8:49

株式会社日新 TEAM NISSIN A

6

西日本プラント工業株式会社 TEAM  西プラ

8:35

株式会社アーウィン チームドリステ

第18回　RELO CLUB 全日本企業対抗ゴルフトーナメント
『リクルートCUP2019夏季団体戦』

中国九州A
組合せ【5月25日（土）麻生飯塚ゴルフ倶楽部】

№

1

2

3

4

5

武田薬品工業株式会社

テルウェル西日本株式会社

テルウェル西日本株式会社

タケシタホールディングス株式会社

武田薬品工業株式会社

タケシタホールディングス株式会社

株式会社ヤクルト本社

株式会社徳山フードシステム

株式会社ヤクルト本社

スタート
時間

ジャイアンズ

コリアンハウス洪苑

つばお

8:00

8:07

14

株式会社ＮＴＴデータ九州 ＩＴ＠ＫＹＵＳＨＵ－Ａ

9:38
株式会社縁 チーム縁Ｂ

15

株式会社ＮＴＴデータ九州 ＩＴ＠ＫＹＵＳＨＵ－Ａ

9:52
株式会社縁 チーム縁Ｂ

Duffers A

16

株式会社 福岡銀行 Duffers B

9:59
株式会社縁 チーム縁Ａ

17

株式会社 福岡銀行 Duffers B

10:06
株式会社縁 チーム縁Ａ

　ホワイト

TWマスターズ四天王

TWマスターズ四天王

TEAM TAKESHITA

ジャイアンズ

TEAM TAKESHITA

つばお

18

飯塚病院 チームみささ

10:13
株式会社 福岡銀行 Duffers A

19

飯塚病院 チームみささ

10:20
株式会社 福岡銀行

今年も決勝大会の模様が2月（予定）に番組放送決定！


