
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

村田　　篤 ムラタ　アツシ 中山　寛彦 ナカヤマ　ノブヒコ

田中　　修 タナカ　オサム 藤川　和之 フジカワ　カズユキ

加藤 満春雄 カトウ　マスオ 長田　匡生 オサダ　マサキ

柿本　偉雄 カキモト　タケオ 松下 龍之介 マツシタ　リュウノスケ

笠井　一泰 カサイ　カズヒロ 長谷川　洋 ハセガワ　ヒロシ

古瀬　友二 フルセ　トモジ 平田　　実 ヒラタ　ミノル

越塚　健一 コシヅカ　ケンイチ 木下　　 晃 キノシタ　アキラ

君島　有紀 キミジマ　ユキ 神谷　直子 カミヤ　ナオコ

鶴見　義明 ツルミ　ヨシアキ 秋葉　政信 アキバ　マサノブ

名塚　　崇 ナツカ　タカシ 金田　茂雄 カネダ　シゲオ

岡田　　浩 オカダ　ヒロシ 福田　裕子 フクダ　ユウコ

岩島　紀枝 イワシマ　ノリエ 野村　浩樹 ノムラ　コウキ

蕪木　　登 カブラキ　ノボル 清水　浩晃 シミズ　ヒロアキ

赤荻　　隆 アカオギ　タカシ 湯浅　啓人 ユアサ　ヒロト

成田　　章 ナリタ　アキラ 白濱　忠博 シラハマ　タダヒロ

根岸　信介 ネギシ　シンスケ 稲垣　勝俊 イナガキ　カツトシ

藤岡　英樹 フジオカ　ヒデキ 杉谷　　景 スギタニ　ケイ

津田　英信 ツダ　ヒデノブ 村田　道春 ムラタ　ミチハル

布施　正和 フセ　マサカズ 谷　　直樹 タニ　ナオキ

小林　俊博 コバヤシ　トシヒロ 田中　武矢 タナカ　タケヤ

三島　　功 ミシマ　イサオ 長谷川 太一 ハセガワ　タイチ

橋本　　工 ハシモト　タクミ 飯田　龍一 イイダ　リュウイチ

石山　　繁 イシヤマ　シゲル 澤　　一人 サワ　カズト

太田　三雄 オオタ　ミツオ 髙水　　保 タカミズ　タモツ

春日　静夫 カスガ　シズオ 田所　真一 タドコロ　シンイチ

松原　　勲 マツバラ　イサオ 弘田　隆一 ヒロタ　リュウイチ

中村　太郎 ナカムラ　タロウ 江口　久展 エグチ　ヒサノブ

長谷川 大輔 ハセガワ　ダイスケ 伊東　貴彦 イトウ　タカヒコ

園田　　有 ソノダ　タモツ 加藤　俊明 カトウ　トシアキ

佐々木 雅幸 ササキ　マサユキ 塩入　大祐 シオイリ　ダイスケ

河下　朝吉 カワシタ　トモキチ 小川　隆生 オガワ　タカオ

後藤　直樹 ゴトウ　ナオキ 山戸　圭史 ヤマト　ケイジ

佐藤　宏幸 サトウ　ヒロユキ 池田　浩司 イケダ　ヒロシ

密村　隆人 ミツムラ　タカト 小路　昭彦 ショウジ　アキヒコ

平田　　徹 ヒラタ　トオル 宇田　直寛 ウダ　ナオヒロ

中村　友二 ナカムラ　ユウジ 小宮山　賢 コミヤマ　ケン

中崎　健一 ナカザキ　ケンイチ 佐藤　敏紀 サトウ　トシノリ

生田　武司 イクタ　タケシ 射場　　豊 イバ　ユタカ

忍田　　治 オシダ　オサム 酒井　　淳 サカイ　アツシ

両澤　　恒 モロサワ　ヒサシ 小寺　博英 オデラ　ヒロヒデ

坂東　 法隆 バンドウ　ノリタカ 夏井　　崇 ナツイ　タカシ

桜井　慶和 サクライ ヨシカズ 梅本　　琢 ウメモト　タク

多田　　収 タダ　オサム 斉藤　　洋 サイトウ　ヒロシ

山口　明朗 ヤマグチ　アキオ 黒葛原 久哲 ツヅラバラ　ヒサアキ

増田　明久 マスダ　アキヒサ 久保田 知春 クボタ　トモハル

森坂　　塁 モリサカ　ルイ 村上　嘉彦 ムラカミ　ヨシヒコ

西川　　潤 ニシカワ　ジュン 有馬　真一 アリマ　シンイチ

高岸　　巌 タカギシ　イワオ 稲本　啓至 イナモト　ヒロシ

三浦 堅太郎 ミウラ　ケンタロウ 鈴木　剛弘 スズキ　タカヒロ

石井　滋喜 イシイ　シゲキ 鍵谷　　満 カギヤ　ミツル

野田　靜真 ノダ　シズマ 近藤　賢司 コンドウ　ケンジ

松原　一浩 マツバラ　カズヒロ 宇野　騰展 ウノ　タカノリ

高田　節夫 タカダ　セツオ 矢野　　学 ヤノ　マナブ

川島　康弘 カワシマ　ヤスヒロ 朝比奈 太郎 アサヒナ　タロウ

渡邊　孝樹 ワタナベ　タカキ 佐藤 昇一朗 サトウ　ショウイチロウ

矢﨑　宏幸 ヤザキ　ヒロユキ 室田　尚久 ムロタ　ナオヒサ

大渕　秀樹 オオフチ　ヒデキ 椿　　亮 ツバキ　リョウ

那須　幸司 ナス　コウジ 日野　智樹 ヒノ　トモキ

山田　隆持 ヤマダ　リュウジ 今富　浩司 イマトミ　コウジ

江藤　洋志 エトウ　ヒロシ 木道　俊一 キドウ　シュンイチ

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

澤　竜太郎 サワ　リョウタロウ 足立　義人 アダチ　ヨシト

秋葉　　格 アキバ　イタル 澤　慎二郎 サワ　シンジロウ

内野　隆浩 ウチノ　タカヒロ 山田　泰之 ヤマダ　ヤスユキ

白井　克典 シライ　カツノリ 杉本　光弘 スギモト　ミツヒロ

伊藤　彰彦 イトウ　テルヒコ 植山 鉄次郎 ウエヤマ　テツジロウ

垣本　康彦 カキモト　ヤスヒコ 市瀬　紗梨 イチセ　サリ

平岩　光現 ヒライワ ミツアキ 前田　鎮男 マエダ　シズオ

山口 林太郎 ヤマグチ　リンタロウ 石原　哲也 イシハラ　テツヤ

橋本　浩志 ハシモト　ヒロシ 平塚　孝行 ヒラツカ　タカユキ

山田　亮二 ヤマダ　リョウジ 三品　文彦 ミシナ　フミヒコ

田中　政信 タナカ　マサノブ 塚野 健太郎 ツカノ　ケンタロウ

浅田　　洋 アサダ　ヒロシ 岩田　善信 イワタ　ヨシノブ

指吸　敏彦 ユビスイ　トシヒコ 古川　 雅也 フルカワ　マサヤ

木下　和也 キノシタ　カズヤ 横山　真樹 ヨコヤマ　マサキ

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

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

棚澤　　聡 タナザワ　サトシ 宮田　雅夫 ミヤタ　マサオ

篠崎　　真 シノザキ　マコト 市川　幸生 イチカワ　ユキオ

高垣　浩一 タカガキ　ヒロカズ 秋山　　裕 アキヤマ　ユタカ

菊地　　寛 キクチ　ヒロシ 納　　正宜 オサメ　マサノリ

松本　吉貴 マツモト　ヨシタカ 並河　　悟 ナミカワ　サトシ

畔柳　　肇 クロヤナギ　ハジメ 近藤　裕孝 コンドウ　ユタカ

髙野　　隆 タカノ　タカシ 東倉　雄三 トウクラ　ユウゾウ

永田　有広 ナガタ　アリヒロ 内山　貴之 ウチヤマ　タカユキ

宮島　和雄 ミヤジマ　カズオ

門野　　誠 カドノ　マコト

塚田　忠大 ツカダ　タダヒロ

目崎　　潤 メザキ　ジュン

23

ソニービジネスソリューション株式会社 Team SBSC A 【2018南関東 1位】

10:18
株式会社三井住友銀行 ゴルフ部 【2018南関東 2位】

CIゴルフ部B

11

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

8:30

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

12

イリソ電子工業株式会社 イリソゴルフ部（横浜）

8:39

イリソ電子工業株式会社 イリソゴルフ部（横浜）

13

株式会社 京葉銀行 京葉銀行

10

三井住友ファイナンス＆リース株式会社 ＳＭＦＬ研修会Ａチーム 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 ＳＭＦＬ研修会Ａチーム

10

株式会社コスモスイニシア CIゴルフ部B

8:21

株式会社コスモスイニシア【南関東B 9位】

【南関東C 9位】

【南関東B 9位】

【南関東C 9位】

FIP

9

ＡＩＧ損害保険株式会社 チームＡ ＡＩＧ損害保険株式会社 チームＡ

9

富士通エフ・アイ・ピー株式会社 FIP

8:12

富士通エフ・アイ・ピー株式会社【南関東C 10位】

【南関東B 10位】

【南関東C 10位】

【南関東B 10位】

ＴＣゴルフ同好会②

8

KDDI株式会社 KDDIゴルフ部 KDDI株式会社 KDDIゴルフ部

8

東急建設株式会社 ＴＣゴルフ同好会②

8:03

東急建設株式会社【南関東C 11位】

【南関東B 11位】

ゴルフ部

7

KPMG税理士法人 KPMG KPMG税理士法人 KPMG

7

千代田化工建設株式会社 ゴルフ部

7:54

千代田化工建設株式会社【南関東C 12位】

【南関東B 12位】

ＥＧＣ

6

株式会社IHI扶桑エンジニアリング IFEゴルフ部（非公認） 株式会社IHI扶桑エンジニアリング IFEゴルフ部（非公認）

6

エノテカ株式会社 ＥＧＣ

7:45

エノテカ株式会社【南関東B 13位】

【南関東C 13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

チームB

チーム クレスコ

ﾔﾏﾀﾈGA

チーム4K

ＲＪＧ－Ａ

チーム N

チームebisu

チーム丸山

CIゴルフ部A

JAセレサ川崎

株式会社 クレスコ

株式会社ヤマタネ

NTTコムウェア株式会社

リコージャパン株式会社

出光興産株式会社

株式会社インターファクトリー

チーム丸山

CIゴルフ部A

7:00

7:09

7:18

7:27

7:36

【南関東B 16位】

【南関東C 14位】

【南関東B 14位】鈴与グループ 鈴与ゴルフ部

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』

南関東地区決勝大会
組合せ【8月17日（土）グレンオークスカントリークラブ】

№

1

2

3

4

5

JAセレサ川崎

株式会社 クレスコ

株式会社ヤマタネ

NTTコムウェア株式会社

リコージャパン株式会社

出光興産株式会社

株式会社インターファクトリー

株式会社丸山製作所

株式会社コスモスイニシア

スタート
時間

株式会社丸山製作所

株式会社コスモスイニシア

鈴与グループ 鈴与ゴルフ部

チームB

11

株式会社協和エクシオ エクシオA 株式会社協和エクシオ エクシオA

【南関東C 8位】

【南関東B 8位】

【南関東C 8位】

【南関東B 8位】

12

東日本セキスイ商事株式会社 ＨＳＳ 東日本セキスイ商事株式会社 ＨＳＳ

【南関東C 7位】

【南関東B 7位】

【南関東C 7位】

【南関東B 7位】

8:48

株式会社 京葉銀行 京葉銀行

13

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン チームセブン 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン チームセブン

【南関東C 6位】

【南関東B 6位】

【南関東C 6位】

【南関東B 6位】

14

TIS株式会社 チップインボギー

8:57

TIS株式会社 チップインボギー

14

三菱UFJ ニコス株式会社 MUNゴルフ部A 三菱UFJ ニコス株式会社 MUNゴルフ部A

【南関東C 5位】

【南関東B 5位】

【南関東C 5位】

【南関東B 5位】

15

株式会社長谷工コーポレーション 長谷工Ａチーム

9:06

株式会社長谷工コーポレーション 長谷工Ａチーム

15

株式会社NTTドコモ ドコモゴルフクラブAチーム 株式会社NTTドコモ ドコモゴルフクラブAチーム

【南関東A 4位】

【南関東C 4位】

【南関東A 4位】

【南関東C 4位】

16

株式会社リクルートライフスタイル YMCA

9:15

株式会社リクルートライフスタイル YMCA

16

株式会社ニューアド社 NAGC 株式会社ニューアド社 NAGC

【南関東A 5位】

【南関東C 18位】

【南関東A 5位】

【南関東C 18位】

17

JAセレサ川崎 チームA

9:24

JAセレサ川崎 チームA

17

三井住友海上火災保険株式会社 チームＡ 三井住友海上火災保険株式会社 チームＡ

【南関東C 3位】

【南関東B 4位】

【南関東C 3位】

【南関東B 4位】

18

株式会社ジュピターテレコム チームZAQ

9:33

株式会社ジュピターテレコム チームZAQ

18

富士通株式会社 富士通Aチーム 富士通株式会社 富士通Aチーム

【南関東A 3位】

【南関東B 3位】

【南関東A 3位】

【南関東B 3位】

19

明治安田生命保険相互会社 MYとびら会

9:42

明治安田生命保険相互会社 MYとびら会

19

みずほフィナンシャルグループ みずほゴルフ部Bチーム みずほフィナンシャルグループ みずほゴルフ部Bチーム

【2018南関東 3位】

【南関東C 2位】

【2018南関東 3位】

【南関東C 2位】

20

ホーチキ株式会社 ホーチキ Ａチーム

9:51

ホーチキ株式会社 ホーチキ Ａチーム

20

株式会社長谷工コーポレーション 長谷工　チームB 株式会社長谷工コーポレーション 長谷工　チームB

【南関東B 2位】

【南関東A 2位】

【南関東B 2位】

【南関東A 2位】

21

東京ガス株式会社 エネルギーフロンティアＡチーム

10:00

東京ガス株式会社 エネルギーフロンティアＡチーム

21

ソニー株式会社 XPERIA 1 ソニー株式会社 XPERIA 1

【南関東A 1位】

【南関東B 1位】

【南関東A 1位】

【南関東B 1位】

22

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

10:09

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

22

株式会社三井住友銀行 ゴルフ部 ソニービジネスソリューション株式会社 Team SBSC A

【南関東C 1位】

【2018南関東 2位】

【南関東C 1位】

【2018南関東 1位】

　O U T I　N

【南関東C 21位】

【南関東C 20位】

【南関東B 18位】

【南関東C 17位】

【南関東C 15位】

【南関東C 19位】

【南関東B 15位】

【南関東C 21位】

【南関東C 20位】

【南関東B 18位】

【南関東C 17位】

【南関東C 15位】

【南関東C 19位】

【南関東B 15位】

チーム クレスコ

ﾔﾏﾀﾈGA

チーム4K

ＲＪＧ－Ａ

チーム N

チームebisu

【南関東B 16位】

【南関東C 14位】

【南関東B 14位】

【南関東B 13位】

【南関東C 13位】

【南関東C 12位】

【南関東B 12位】

【南関東C 11位】

【南関東B 11位】

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


