
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

廣瀬　邦弘 ヒロセ　クニヒロ 小松　貞則 コマツ サダノリ

田澤　栄二 タザワ　エイジ 平塚　政幸 ヒラツカ　マサユキ

久保　　努 クボ　ツトム 浅野　勝巳 アサノ　カツミ

和田　貴之 ワダ　タカユキ 中山　宗男 ナカヤマ　トシオ

河﨑 賢一郎 カワサキ　ケンイチロウ 青柳　　剛 アオヤギ　ゴウ

下山　一平 シモヤマ　イッペイ 井上 裕太郎 イノウエ　ユウタロウ

鈴木　勝也 スズキ　カツヤ 菅谷　　遼 スガヤ　リョウ

下田　修吉 シモダ　シュウキチ 内川　　啓 ウチカワ　ケイ

及川　良三 オイカワ　リョウゾウ 森川　俊宏 モリカワ　トシヒロ

上銘　　均 ジョウメイ　ヒトシ 上村　恵吾 カミムラ　ケイゴ

山浦　成次 ヤマウラ　セイジ 栁沢　　哲 ヤナギサワ　サトシ

佐々木 三智
男

ササキ　ミチオ 栁澤　義直 ヤナギサワ　ヨシナオ

田代　孝則 タシロ　タカノリ 川上　寛二 カワカミ　カンジ

小川　秀幸 オガワ　ヒデユキ 山崎　広宣 ヤマザキ　ヒロノブ

髙松　邦成 タカマツ　クニナリ 佐藤　聖児 サトウ　セイジ

遠藤　大介 エンドウ　ダイスケ 野田　泰生 ノダ　ヤスオ

市川　寛素 イチカワ　ヒロモト 田嶋　幹大 タジマ　トモヒロ

江口　幸秀 エグチ　ユキヒデ 田渕　恭平 タブチ　キョウヘイ

一瀬　貴志 イチノセ　タカシ 西谷　和宏 ニシタニ　カズヒロ

下河邊　寛 シモカワベ　ユタカ 松田　陽一 マツダ　ヨウイチ

岸田　佑典 キシダ　ユウスケ 副島 浩一郎 ソエジマ　コウイチロウ

山内　文明 ヤマノウチ　フミアキ 若木　孝優 ワカキ　タカマサ

長堀　大道 ナガホリ　マサミチ 梅澤　清一 ウメザワ　セイイチ

原田　　豊 ハラダ　ユタカ 福田　慎吾 フクダ　シンゴ

平原　裕之 ヒラハラ　ヒロユキ 森田　武弘 モリタ　タケヒロ

青木　　拓 アオキ　タクミ 小林　　剛 コバヤシ　タケシ

進藤　武之 シンドウ　タケユキ 野田　朋敬 ノダ 　トモノリ

髙野　慎一 タカノ　シンイチ 薄葉　智彦 ウスバ　トモヒコ

高橋　克尚 タカハシ　カツヒサ 浦田　　学 ウラタ　マナブ

中村　謙介 ナカムラ　ケンスケ

品部　祐児 シナベ　ユウジ 坂口　雄宏 サカグチ　タケヒロ

石山　　敦 イシヤマ　アツシ 轟　　陽介 トドロキ　ヨウスケ

近江　　光 オウミ　ヒカル 小牧　邦寿 コマキ　クニトシ

舘野　　正 タテノ　タダシ 村上　智建 ムラカミ　トモタケ

西村　英勝 ニシムラ　ヒデカツ 神林　　均 カンバヤシ　ヒトシ

副島　隆弘 ソエジマ　タカヒロ 西本　武史 ニシモト　タケシ ニシモト　タケシ

山脇　龍一 ヤマワキ　リュウイチ 長瀬　公秀 ナガセ　キミヒデ

野澤　邦央 ノザワ　クニオ 草間　三先 クサマ ミサキ

福澤　勇二 フクザワ　ユウジ 川添　有一 カワゾエ　ユウイチ

矢内　良樹 ヤナイ　ヨシキ 荻原　　潤 オギハラ　ジュン

矢野　政志 ヤノ　マサシ 大崎　雅之 オオサキ　マサユキ

富田　昭夫 トミタ　アキオ 櫻井　剛太 サクライ　ゴウタ

松井　輝芳 マツイ　テルヨシ 桑原　　健 クワバラ　タケシ

澁澤　　健 シブサワ　タケシ 安藤　秀明 アンドウ　ヒデアキ

中島　圭一 ナカシマ　ケイイチ 塙　　恭治 ハナワ　キョウジ

眞子　弘一 マナゴ　コウイチ 松波　聖文 マツナミ　タカフミ

高橋　寛明 タカハシ　ヒロアキ 戸田　英孝 トダ　ヒデタカ

田村　　悟 タムラ　サトル 上杉　亮太 ウエスギ　リョウタ

林　　憲志 ハヤシ　ケンジ 林　　竜広 ハヤシ　タツヒロ

井原　正昭 イハラ　マサアキ 平野　隆仁 ヒラノ　タカヒト

相原　一雄 アイハラ　カズオ 中井　信吾 ナカイ　シンゴ

鴨志田 義信 カモシダ　ヨシノブ 石田　剛啓 イシダ　タカヒロ

山下　　剛 ヤマシタ　タケシ 木村　正樹 キムラ　マサキ

勝部　孝宏 カツベ　タカヒロ 河原　康生 カワハラ　ヤスオ

伊藤 知彦 イトウ　トモヒコ 平野　　剛 ヒラノ　ゴウ

高橋　　毅 タカハシ　ツヨシ 塚野　元基 ツカノ　モトキ

中井　将彦 ナカイ　マサヒコ 大久保 知彦 オオクボ　トモヒコ

井手口 和朗 イデグチ　カズアキ 古橋　哲也 フルハシ　テツヤ

小沼　隆史 オヌマ　タカシ 城坂　　勝 ジョウサカ　マサル

亀元　秀幸 カメモト　ヒデユキ 仲村　徹也 ナカムラ　テツヤ

平石　康幸 ヒライシ　ヤスユキ 石田　好一 イシダ　コウイチ

中澤　琢磨 ナカザワ　タクマ 相川　知英 アイカワ　トモヒデ

須﨑　春雄 スザキ　ハルオ 瞿曇　孝士 クドン　タカシ

高橋　　治 タカハシ　オサム 矢野　光一 ヤノ　コウイチ

千葉　岳央 チバ　タケヒサ 久保田 一弘 クボタ　カズヒロ

佐藤　　学 サトウ　マナブ 木下　光一 キノシタ　コウイチ

藤村　宏一 フジムラ　コウイチ 島　　里沙 シマ　リサ

藤村　玉美 フジムラ　タマミ 小林　堅治 コバヤシ　ケンジ

稲田　一彦 イナダ　カズヒコ 竹腰　将行 タケコシ　マサユキ

古林　秀一 コバヤシ　シュウイチ 守谷　大輔 モリヤ　ダイスケ

村橋 安喜雄 ムラハシ　アキオ 竹内　理英 タケウチ　マサヒデ

小森　　正 コモリ　タダシ 中村　卓也 ナカムラ　タクヤ

荒木　秀俊 アラキ　ヒデトシ 中橋　晃文 ナカハシ　テルヤス

村上　　勉 ムラカミ　ツトム 小池　勝則 コイケ　カツノリ

横谷　　仁 ヨコタニ　ヒトシ 松岡　匡弘 マツオカ　タダヒロ

亀水 二巳範 カメミズ　フミノリ 竹之下 浩平 タケノシタ　コウヘイ

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

秋山　貴義 アキヤマ　タカヨシ 瀧澤　拓也 タキザワ　タクヤ

井寺　一生 イデラ　カズオ 井口　将志 イグチ　マサシ

福田　淳二 フクダ　ジュンジ 甲斐　　陽 カイ　アキラ

柏木　新一 カシワギ　シンイチ 松永　　渉 マツナガ　ワタル

前田　　静 マエダ　シズカ 岩本　　論 イワモト　サトル

田中　淳逸 タナカ　ジュンイツ 門田　新平 カドタ　シンペイ

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

【北関東C 2位】

【北関東A 3位】

【2018北関東 3位】

【北関東C 3位】

【北関東A 4位】

【北関東B 3位】

【北関東C 4位】

【北関東C 5位】

【北関東B 4位】

21

日機装株式会社 日機装ゴルフ部

10:18

日機装株式会社 日機装ゴルフ部

21

東京建物株式会社 東京建物チームＢ 東京建物株式会社 東京建物チームＢ

【北関東C 16位】

【北関東C 17位】

　O U T I　N

【2018北関東 1位】

【北関東A 1位】

【北関東C 1位】

【北関東B 1位】

【2018北関東 2位】

【北関東A 2位】

【北関東B 2位】

【2018北関東 1位】

【北関東A 1位】

【北関東C 1位】

【北関東B 1位】

【2018北関東 2位】

【北関東A 2位】

【北関東B 2位】

チームＬＡＩ

TAXAN

チームS

今年も美子さん

チーム　サイバネ

荒川アスリート

【北関東C 16位】

【北関東C 17位】

20

WARNER BROS. JAPAN LLC BugsBros

10:09

WARNER BROS. JAPAN LLC BugsBros

20

旭興産株式会社 ＡＫＧゴルフ部 旭興産株式会社 ＡＫＧゴルフ部

【北関東C 14位】

【北関東C 15位】

【北関東C 14位】

【北関東C 15位】

19

株式会社 日立産業制御ソリューションズ HiICS-A

10:00

株式会社 日立産業制御ソリューションズ HiICS-A

19

本田技研工業株式会社 ＨＧＣ Ａチーム 本田技研工業株式会社 ＨＧＣ Ａチーム

【北関東B 14位】

【北関東B 15位】

【北関東B 14位】

【北関東B 15位】

18

三井物産株式会社 三井物産ゴルフ部A

9:51

三井物産株式会社 三井物産ゴルフ部A

18

株式会社富士通マーケティング ＦＪＭ　Bチーム 株式会社富士通マーケティング ＦＪＭ　Bチーム

【北関東C 11位】

【北関東C 13位】

【北関東C 11位】

【北関東C 13位】

17

三井住友海上火災保険株式会社 チームＢ

9:42

三井住友海上火災保険株式会社 チームＢ

17

日本ハムファクトリー株式会社 チームシャウエッセン 日本ハムファクトリー株式会社 チームシャウエッセン

【北関東B 13位】

【北関東C 12位】

【北関東B 13位】

【北関東C 12位】

16

株式会社 群馬銀行 チーム渡良瀬

9:33

株式会社 群馬銀行 チーム渡良瀬

16

株式会社　ムトウユニパック ムトウユニパック チームA 株式会社　ムトウユニパック ムトウユニパック チームA

【北関東B 12位】

【北関東B 11位】

【北関東B 12位】

【北関東B 11位】

15

株式会社NTTドコモ ドコモゴルフクラブ Bチーム

9:24

株式会社NTTドコモ ドコモゴルフクラブ Bチーム

15

株式会社日立システムズ HISYS Aチーム 株式会社日立システムズ HISYS Aチーム

【北関東B 10位】

【北関東C 10位】

【北関東B 10位】

【北関東C 10位】

14

武田薬品工業株式会社 チームこれで最後じゃなくなった

9:06

武田薬品工業株式会社 チームこれで最後じゃなくなった

14

センコー株式会社 センコー株式会社関東チーム センコー株式会社 センコー株式会社関東チーム

【北関東A 6位】

【北関東B 9位】

【北関東A 6位】

【北関東B 9位】

13

アイリン株式会社 チーム AIRIN

8:57

アイリン株式会社 チーム AIRIN

13

富士ゼロックス株式会社 チームA 富士ゼロックス株式会社 チームA

【北関東C 9位】

【北関東B 7位】

【北関東C 9位】

【北関東B 7位】

12

日本無線株式会社 Team　JRC

8:48

日本無線株式会社 Team　JRC

12

株式会社オートテクニックジャパン オートテクニックジャパンＢチーム 株式会社オートテクニックジャパン オートテクニックジャパンＢチーム

【北関東B 6位】

【北関東B 8位】

【北関東B 6位】

【北関東B 8位】

11

花王株式会社 すみだゴルフ部Ａチーム

8:39

花王株式会社 すみだゴルフ部Ａチーム

11

株式会社 群馬銀行 ＧＢゴルフクラブ チーム赤城 株式会社 群馬銀行 ＧＢゴルフクラブ チーム赤城

【北関東A 8位】

【北関東A 7位】

【北関東A 8位】

【北関東A 7位】

戸田建設株式会社 チームTODA －Ａ

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』

北関東地区決勝大会
組合せ【8月31日（土）石岡ゴルフ倶楽部】

№

1

2

3

4

5

株式会社 日立製作所

株式会社レジェンド・アプリケーションズ

加賀電子株式会社

出光興産株式会社

エーザイ株式会社

株式会社　高見沢サイバネティックス

有限会社田代建設

大成建設株式会社

株式会社 ゆうちょ銀行

スタート
時間

大成建設株式会社

株式会社 ゆうちょ銀行

戸田建設株式会社 チームTODA －Ａ

大みかチームＡ

大成建設ゴルフ部

JPB1

7:00

7:09

7:18

7:27

7:36

【北関東C 2位】

【北関東A 3位】

【2018北関東 3位】

№

1

2

3

4

5

大みかチームＡ

チームＬＡＩ

TAXAN

チームS

今年も美子さん

チーム　サイバネ

荒川アスリート

大成建設ゴルフ部

JPB1

株式会社 日立製作所

株式会社レジェンド・アプリケーションズ

加賀電子株式会社

出光興産株式会社

エーザイ株式会社

株式会社　高見沢サイバネティックス

有限会社田代建設

MC GOLF TEAM-A

6

株式会社野村総合研究所 NAG-N 株式会社野村総合研究所 NAG-N

6

三菱商事株式会社 MC GOLF TEAM-A

7:45

三菱商事株式会社【北関東C 3位】

【北関東A 4位】

非公認ゴルフ同好会

7

Meiji Seika ファルマ株式会社 MSP Meiji Seika ファルマ株式会社 MSP

7

Apple Japan, Inc. 非公認ゴルフ同好会

7:54

Apple Japan, Inc.【北関東B 3位】

【北関東C 4位】

チーム　レイ

8

株式会社 大林組 TEAM OBAYASHI TOKYO 株式会社 大林組 TEAM OBAYASHI TOKYO

8

株式会社レイ チーム　レイ

8:12

株式会社レイ【北関東C 5位】

【北関東B 4位】

ATJ チームA

9

伊藤忠プラスチックス株式会社 CIPS-β 伊藤忠プラスチックス株式会社 CIPS-β

9

株式会社オートテクニックジャパン ATJ チームA

8:21

株式会社オートテクニックジャパン【北関東B 5位】

【北関東A 5位】

【北関東B 5位】

【北関東A 5位】

チームべんちゃん

10

東京建物株式会社 東京建物チームＡ 東京建物株式会社 東京建物チームＡ

10

関東化学株式会社 チームべんちゃん

8:30

関東化学株式会社【北関東C 7位】

【北関東C 6位】

【北関東C 7位】

【北関東C 6位】

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


