
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

藤井　　稔 フジイ　ミノル 小﨑　啓之 オザキ　ヒロユキ

河野　誠一 コウノ　セイイチ 野村　崇裕 ノムラ　タカヒロ

山田　　諭 ヤマダ　サトシ 西浦　基之 ニシウラ　モトユキ

西野　正人 ニシノ 　マサト 本郷　順三 ホンゴウ　ジュンゾウ

伴野　正人 バンノ　マサト 小倉　貴次 オグラ　タカツグ

西山　　浩 ニシヤマ　ヒロシ 新田　寿文 ニッタ　ヒサフミ

石井　俊雄 イシイ　トシオ 藤澤　友宏 フジサワ　トモヒロ

米田　智行 ヨネダ　トモユキ 木村　知行 キムラ　トモユキ

内田　雅人 ウチダ　マサト 美濃出　功 ミノデ　イサオ

神田　和親 カンダ　カズチカ 山地　敏彦 ヤマジ　トシヒコ

村端　健司 ムラハシ　ケンジ 小笠原 哲也 オガサワラ　テツヤ

岸　　光浩 キシ　ミツヒロ ― ―

藤原　宏恭 フジワラ　ヒロヤス 西尾　　章 ニシオ　アキラ

積口　　正 セキグチ　タダシ 逆井　　勉 サカサイ　ツトム

大原　喜治 オオハラ　ヨシハル 山脇　祥生 ヤマワキ　ヨシオ

― ― 川村　隆馬 カワムラ　リュウマ

小田垣　貢 オダガキ　ミツグ 佐藤　純平 サトウ　ジュンペイ

有本　一郎 アリモト　イチロウ 有本　哲夫 アリモト　テツオ

中田　俊明 ナカタ　トシアキ 山口　利明 ヤマグチ　トシアキ

酒井　忠幸 サカイ　タダユキ 鈴村　勝基 スズムラ　カツキ

繁村　征志 シゲムラ　マサシ 小森　克文 コモリ　カツフミ

阿部　行央 アベ　ユキオ 印南　孝宣 インナン　タカノブ

太田　哲也 オオタ　テツヤ 冨田　健志 トミタ　タケシ

山下 恵美子 ヤマシタ　エミコ 藤井 彰太郎 フジイ　アキタロウ

久野　幸男 ヒサノ　ユキオ 谷尾　幸一 タニオ　コウイチ

田村　和行 タムラ　カズユキ 久下　正和 クゲ　マサカズ

田中　武司 タナカ　タケシ 永島　智子 ナガシマ　トモコ

田里　俊朗 タリ　トシロウ 河上　智子 カワカミ　トモコ

安達　節男 アダチ　セツオ 永原　嘉樹 ナガハラ　ヨシキ

山下　明伸 ヤマシタ　アキノブ 奥谷　忠司 オクタニ　タダシ

岸本　伸生 キシモト　ノブオ 宗信　彰浩 ムネノブ　アキヒロ

葉山 麻亜美 ハヤマ　マアミ 世古　真嗣 セコ　マサシ

多木　正則 タキ　マサノリ 藤本　　新 フジモト　シン

神谷　憲昌 カミヤ　マサノリ 廣瀬　貴規 ヒロセ　タカノリ

犬飼　順紀 イヌカイ　ヨシキ 井澤　好寿 イザワ　ヨシヒサ

寺本　　剛 テラモト　ツヨシ 海田　陽介 カイダ　ヨウスケ

尾坂　孝幸 オサカ　タカユキ 田中　久男 タナカ　ヒサオ

小林　義徳 コバヤシ　ヨシナリ 森本　浩史 モリモト　ヒロシ

藤原　　剛 フジワラ　タケシ 菅井　直人 スガイ　ナオト

植手　真美 ウエテ　マミ 坂上　　茂 サカガミ　シゲル

染谷　　啓 ソメヤ　ケイ 木村　武司 キムラ　タケシ

今西　英隆 イマニシ　ヒデタカ 谷川　　司 タニガワ　ツカサ

農端　　貴 ノバタ　タカシ 後藤　昭憲 ゴトウ　アキノリ

小野　　剛 オノ　ツヨシ 内田　雅治 ウチダ　マサハル

9

三井住友海上火災保険株式会社 チームK

9:24

三井住友海上火災保険株式会社

10

大和リース株式会社 ＴＥＡＭ－Ｂ

9:31

大和リース株式会社

チームKENSO 建装工業株式会社

6

株式会社ナカノフドー建設 ベアーズ

8:56

株式会社ナカノフドー建設

8

石黒メディカルシステム株式会社 チームIMS

9:17

石黒メディカルシステム株式会社

ヴェルテクス

7

エース証券株式会社 ONE ACE エース証券株式会社 ONE ACE

7

株式会社ホクコン ヴェルテクス

9:03

株式会社ホクコン

大末建設株式会社

株式会社 島津製作所

大末建設株式会社

ベアーズ

6

大阪ガス住宅設備株式会社 OGJレッド 大阪ガス住宅設備株式会社 OGJレッド

8:21

8:28

8:35

8:42

8:49

№

1

2

3

4

5

ダボの鳥B

ハセコー１

肥後橋サンロッカーズ

サブ８会

ダイスエA
チーム三木会

島津ゴルフ部

ダイスエB

ohmi クラブ

OGJﾎﾜｲﾄ

JCRファーマ株式会社

株式会社長谷工コーポレーション

関西日立株式会社

ナカライテスク株式会社

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』

東近畿B
組合せ【7月27日（土）城陽カントリー倶楽部　西コース】

№

1

2

3

4

5

JCRファーマ株式会社

株式会社長谷工コーポレーション

関西日立株式会社

ナカライテスク株式会社

大末建設株式会社

株式会社 島津製作所

大末建設株式会社

近江産業株式会社

大阪ガス住宅設備株式会社

スタート
時間

近江産業株式会社

大阪ガス住宅設備株式会社

株式会社パループ パループ

ダボの鳥B

ohmi クラブ

OGJﾎﾜｲﾄ

8

株式会社 ラヴィ―・クリエーション ＲＡＶＩＥ 株式会社 ラヴィ―・クリエーション ＲＡＶＩＥ

ＴＥＡＭ－Ｂ

10

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

チームK

9

建装工業株式会社 チームKENSO

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

　O U T I　N

ハセコー１

肥後橋サンロッカーズ

サブ８会

ダイスエA
チーム三木会

島津ゴルフ部

ダイスエB

11

プルデンシャル生命保険株式会社 すべらないゴルフ

9:38

プルデンシャル生命保険株式会社 すべらないゴルフ

11

大和リース株式会社 ＴＥＡＭ－Ａ 大和リース株式会社 ＴＥＡＭ－Ａ

株式会社パループ パループ

チームIMS

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


