
選 手 名 フリガナ 企業名 チーム名 予選会場 選 手 名 フリガナ 企業名 チーム名 予選会場

中山　隆幸 ナカヤマ　タカユキ 中林　浩二 ナカバヤシ　コウジ

吉野　英樹 ヨシノ　ピテキ 永井　一史 ナガイ　カズシ

農端　　貴 ノバタ　タカシ 植山 鉄次郎 ウエヤマ　テツジロウ

小野　　剛 オノ　ツヨシ 市瀬　紗梨 イチセ　サリ

佐々木　茂 ササキ　シゲル 増田　明久 マスダ　アキヒサ

牧　　淳也 マキ　ジュンヤ 森坂　　塁 モリサカ　ルイ

鈴木　秋悦 スズキ　シュウエツ 阿部　信行 アベ　ノブユキ

中島 健太郎 ナカジマ　ケンタロウ 景山　慎也 カゲヤマ　シンヤ

脇坂　保範 ワキサカ　ヤスノリ 関根　大輔 セキネ　ダイスケ

小島　一馬 コジマ　カズマ 尾﨑　隆弘 オザキ　タカヒロ

成田　　薫 ナリタ　カオル 杉本　和朋 スギモト　カズトモ

津坂　英二 ツサカ　エイジ 秋月 章太郎 アキヅキ　ショウタロウ

古川　雅也 フルカワ　マサヤ 中澤　琢磨 ナカザワ　タクマ

横山　真樹 ヨコヤマ　マサキ 桑原　　健 クワバラ　タケシ

菅谷　　遼 スガヤ　リョウ 山下　彰啓 ヤマシタ　アキヒロ

内川　　啓 ウチカワ　ケイ 髙野　　浩 タカノ　ヒロシ

津島　奈美 ツシマ　ナミ 塚野 健太郎 ツカノ　ケンタロウ

髙津　和美 コウヅ　カズミ 田中　政信 タナカ　マサノブ

長尾　　大 ナガオ　ダイ 藤井　茂弘 フジイ　シゲヒロ

富田　圭吾 トミタ　ケイゴ 梶谷　光弘 カジタニ　ミツヒロ

船田　大紀 フナダ　ヒロキ 古沢　雅文 フルサワ　マサフミ

船田　大岳 フナダ　ヒロタケ 河合　祐治 カワイ　ユウジ

田澤　栄二 タザワ　エイジ 小塩　和義 コシオ　カズヨシ

平塚　政幸 ヒラツカ　マサユキ 熊倉 美津男 クマクラ　ミツオ

小野　晶久 オノ　アキヒサ 久保　　努 クボ　ツトム

清水　大輔 シミズ　ダイスケ 浅野　勝巳 アサノ　カツミ

坂東　 法隆 バンドウ　ノリタカ 砂田　篤史 スナダ　アツシ

桜井　慶和 サクライ ヨシカズ 室井　光一 ムロイ　コウイチ

弥園　　徹 ミソノ　トオル 樋田　　真 トヨダ　マコト

長戸　裕一 ナガト　ユウイチ 菊地　　寛 キクチ　ヒロシ

貴志　直文 キシ　ナオユキ 羽方　伸夫 ハカタ　ノブオ

大崎　洋平 オオサキ　ヨウヘイ 小野　高明 オノ　タカアキ

大野　恒次 オオノ　ツネジ 永尾　　誠 ナガオ　マコト

嶋津　重喜 シマズ　シゲキ 松本　光博 マツモト　ミツヒロ

山内　文明 ヤマノウチ　フミアキ 中橋　晃文 ナカハシ　テルヤス

若木　孝優 ワカキ　タカマサ 小池　勝則 コイケ　カツノリ

田村　一幸 タムラ　カズユキ 木村　武司 キムラ　タケシ

桑名　哲也 クワナ　テツヤ 谷川　　司 タニガワ　ツカサ

山田　泰之 ヤマダ　ヤスユキ 並河　　悟 ナミカワ　サトシ

杉本　光弘 スギモト　ミツヒロ 松本　吉貴 マツモト　ヨシタカ

小泉　直也 コイズミ　ナオヤ 村上　正師 ムラカミ　マサシ

森田　晃平 モリタ　コウヘイ 宮崎　健治 ミヤザキ　ケンジ

塚田　圭司 ツカダ　ケイジ 杉本　征剛 スギモト　セイゴ

永野　　徹 ナガノ　トオル 根来　 雅之 ネゴロ　マサユキ

大村　政雄 オオムラ　マサオ 今田 林太郎 イマダ　リンタロウ

羽田野　聖 ハタノ　キヨシ 増本　有作 マスモト　ユウサク

品部　祐児 シナベ　ユウジ 矢内　良樹 ヤナイ　ヨシキ

坂口　雄宏 サカグチ　タケヒロ 荻原　　潤 オギハラ　ジュン

藤本　一浩 フジモト　カズヒロ 小形　榮治 オガタ　エイジ

鈴木　啓行 スズキ　ヒロユキ 阿部　軍一 アベ　グンイチ

東倉　雄三 トウクラ　ユウゾウ 平松　　慎 ヒラマツ　シン

内山　貴之 ウチヤマ　タカユキ 原　　隆人 ハラ　タカト

辻井　紳夫 ツジイ　ノブオ 三田　大明 ミタ　ヒロアキ

今西　　慶 イマニシ　ケイ 朝倉　　守 アサクラ　マモル

山本　一仁 ヤマモト　カズヒト 桐原　貴博 キリハラ　タカヒロ

高橋　英之 タカハシ　ヒデユキ 渡辺　耕助 ワタナベ　コウスケ

岩下　一樹 イワシタ　イツキ 西谷　和宏 ニシタニ　カズヒロ

松村　弘治 マツムラ　コウジ 松田　陽一 マツダ　ヨウイチ

稲田　一彦 イナダ　カズヒコ 柏井　紳吾 カシワイ　シンゴ

 喜田 敬太郎 キダ　ケイタロウ 丹羽　秀和 ニワ　ヒデカズ

星山　健二 ホシヤマ　ケンジ 今富　浩司 イマトミ　コウジ

伊山　昭一 イヤマ　ショウイチ 木道　俊一 キドウ　シュンイチ

佐藤 昇一朗 サトウ　ショウイチロウ 塚野　元基 ツカノ　モトキ

室田　尚久 ムロタ　ナオヒサ 伊藤　知彦 イトウ　トモヒコ

鮫島　宗久 サメジマ　ムネヒサ 髙田　幸夫 タカタ　ユキオ

種子島 隆勇 タネガシマ　タカオ 髙津　明彦 タカツ　アキヒコ

西野　英三 ニシノ　エイゾウ 遠藤　圭吾 エンドウ　ケイゴ

加茂下 哲夫 カモシタ　テツオ 鈴木　徹也 スズキ　テツヤ

稲垣　達也 イナガキ　タツヤ 都　　和馬 ミヤコ　カズマ

末冨　　忠 スエトミ　タダシ 高橋　　毅 タカハシ　ツヨシ

中井　信吾 ナカイ　シンゴ 高木　大器 タカギ　タイキ

石田　剛啓 イシダ　タカヒロ 高木　大蔵 タカギ　ダイゾウ

浜上　佳奈 ハマガミ　カナ 塚田　忠大 ツカダ　タダヒロ

松井　知香 マツイ　チカ 髙野　　隆 タカノ　タカシ

前田　鎮男 マエダ　シズオ 中山　徳勝 ナカヤマ　ノリカツ

山口 林太郎 ヤマグチ　リンタロウ 北村　明彦 キタムラ　アキヒコ

藤柳　慶史 フジヤナギ　ヨシフミ 奥家　史也 オクイエ　フミヤ

花田　健文 ハナダ　タケフミ 日下部　勇 クサカベ　イサム

小峠　博樹 コトウゲ　ヒロキ 小杉　堅太 コスギ　ケンタ

山川　　礼 ヤマカワ　レイ 小杉　竜三 コスギ　リュウゾウ

浅井　利美 アサイ　トシミ 進藤　武之 シンドウ　タケユキ

臼井　正文 ウスイ　マサフミ 一寸木 加奈江 チョッキ　カナエ

吉田　達弘 ヨシダ　タツヒロ 佐分利 忠和 サブリ　タダカズ

井上　幹朗 イノウエ　ミキオ 汲田　稔尚 クミタ　トシナオ

【中部 3位】

【南関東 6位】

【西近畿 5位】

【圏央 5位】

【2018全国 4位】

【北関東 5位】

【北日本 3位】

【南関東 5位】

【圏央 4位】

　O U T I　N

【西近畿 4位】

【東近畿 4位】

【2018全国 5位】

【南関東 8位】

【圏央 7位】

【西近畿 14位】

【南関東 9位】

【西近畿 12位】

【南関東 3位】

【南関東 7位】

【西近畿 6位】

【圏央 6位】

【中国九州 4位】

【北関東 6位】

ＴＥＡＭ－Ａ

チームクリーンビー

長谷工　チームB

MISIゴルフAチーム

ハセコー3

みずほゴルフ部Bチーム

21

枚方寝屋川消防組合 Clan 4  Aチーム

10:00

Meiji Seika ファルマ株式会社 MSP

21

株式会社ヤマガタヤ ヤマガタヤAチーム アーレックス株式会社 Ａチーム

【東近畿 8位】

【中部 7位】

【北関東 1位】

【中部 1位】

20

株式会社プリンスホテル なんちゃってAチーム

9:51

株式会社 アルペン チーム ＺＵＮ

20

飯塚病院 チームみささ 株式会社コスギ不動産 コスギ不動産Aチーム

【圏央 13位】

【中国九州 10位】

【2018全国 1位】

【中国九州 1位】

19

トヨタ自動車株式会社 女子会

9:42

株式会社三井住友銀行 ゴルフ部

19

株式会社ジュピターテレコム チームZAQ 平川商事株式会社 ARROW A

【中部 6位】

【南関東 14位】

【南関東 1位】

【西近畿 1位】

18

徳機株式会社 徳機グループ選抜チーム

9:33

センコー株式会社 センコーゴルフ部

18

富士ゼロックス株式会社 チームA 株式会社FDSホールディングス 慶州金

【中国九州 9位】

【北関東 12位】

【東近畿 １位】

【北日本 1位】

17

株式会社関西みらい銀行 ミライ

9:24

出光興産株式会社 チームK

17

ノキアソリューションズ＆ネットワークス合同会社 チームNOKIA 清水建設株式会社 SCゴルフ研修会チームB

【東近畿 ７位】

【圏央　12位】

【圏央 1位】

【2018全国 2位】

16

有限会社 食商 焼肉 アジェ

9:15

株式会社NTTドコモ ドコモゴルフクラブAチーム

16

三菱UFJ ニコス株式会社 MUNゴルフ部 センコー株式会社 ☆センコー株式会社☆

【東近畿 6位】

【南関東 13位】

【南関東 2位】

【東近畿 2位】

15

株式会社味咲 チームミサキ

9:06

戸田建設株式会社 チームTODA －Ａ

15

三井物産株式会社 三井物産ゴルフ部A キムラユニティー株式会社 ユニティー営業2部

【中国九州 8位】

【北関東 11位】

【北関東 2位】

【中部 2位】

14

平川商事株式会社 ARROW　B

8:57

株式会社シティコミュニケーションズ チーム街

14

大塚ウエルネスベンディング株式会社 OWV Golfers 株式会社熊本銀行 熊本銀行ゴルフ部A

【西近畿 11位】

【圏央 11位】

【圏央 2位】

【中国九州 2位】

13

中部プラントサービス株式会社 たけちゃん2019

8:48

広成建設株式会社 TEAM　KOUSEI

13

ソニービジネスソリューション株式会社 Team SBSC A 株式会社オブロン ワイレア２

【中部 8位】

【南関東 12位】

【北日本 2位】

【西近畿 2位】

12

株式会社 宇和島運輸交通社 Ucean’s

8:39

SMBC日興証券株式会社 Team いっしょに、明日のこと。

12

株式会社 大林組 TEAM OBAYASHI TOKYO 東京建物株式会社 東京建物チームＡ

【中国九州 7位】

【北関東 10位】

【2018全国 3位】

【北関東 3位】

11

日本住宅流通株式会社 ＮＪＲ

8:30

日亜化学工業株式会社 日亜Gチーム

11

ヨネックス株式会社 ヨネックス ブルー＆グリーン 富士フイルム株式会社 チーム西麻布

【西近畿 10位】

【圏央 10位】

【西近畿 3位】

【圏央 3位】

株式会社 エープル チームANK

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』

全国決勝大会
組合せ【9月23日（月祝）セントラルゴルフクラブ　西コース】

№

1

2

3

4

5

株式会社ジェイテクト

大和リース株式会社

株式会社豊後プロパン

株式会社長谷工コーポレーション

伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社

株式会社長谷工コーポレーション

みずほフィナンシャルグループ

出光興産株式会社

住友ゴム工業株式会社

スタート
時間

株式会社 福井クラフト

明治安田生命保険相互会社

ジャパン・イーエム・ソリューションズ株式会社 JEMS　(ジェムス）

チーム Koyo

チームS

DUNLOP

7:00

7:09

7:18

7:27

7:36

【北関東 7位】

【西近畿 8位】

【圏央 8位】

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

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。

№

1

2

3

4

5

Team Nakabayashi【A】

チームＡ

イリソゴルフ部（横浜）

K-16

ほけんの窓口 ゴルフ部 team A

チームクリヤマ

チーム赤城

チームクラフト

MYとびら会

中林建設株式会社

三井住友海上火災保険株式会社

イリソ電子工業株式会社

サンクリーン株式会社

ほけんの窓口グループ株式会社

栗山グループ

株式会社 群馬銀行

ＭＵＦＧ－Ａ

6

株式会社 日立製作所 大みかチームＡ 富士通アイソテック株式会社 ＦＩＴ＆ＦＰＥ

6

株式会社 センショウ センショウ

7:45

株式会社三菱UFJ銀行【中国九州 5位】

【北関東 8位】

チームＬＡＩ

7

みずほフィナンシャルグループ みずほゴルフ部Cチーム 宇都宮市役所 打てば愉快だ宇都宮Aチーム

7

トヨタ紡織株式会社 同好会

7:54

株式会社レジェンド・アプリケーションズ【中部 4位】

【南関東 10位】

XPERIA 1

8

第一三共ケミカルファーマ株式会社 DSCP 株式会社NTTドコモ ドコモゴルフクラブ Eチーム

8

丸紅紙パルプ販売株式会社 MPS

8:03

ソニー株式会社【西近畿　9位】

【圏央 9位】

チームK

9

三菱商事株式会社 MC GOLF TEAM-A 株式会社 日立産業制御ソリューションズ HiICS-A

9

JA北九 TEAM GENKAI

8:12

戸田建設株式会社 九州支店【中国九州 6位】

【北関東 9位】

【中国九州 3位】

【北関東 4位】

チームすべらないゴルフ

10

JAセレサ川崎 チームA みずほフィナンシャルグループ みずほゴルフ部Aチーム

10

株式会社ドコモCS関西 ｄｃｍチームGOLD

8:21

プルデンシャル生命保険株式会社【東近畿 5位】

【南関東　11位】

【東近畿 3位】

【南関東 4位】

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


