
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

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

福本　直樹 フクモト　ナオキ 鮫島　宗久 サメジマ　ムネヒサ

濱中　　学 ハマナカ　マナブ 種子島 隆勇 タネガシマ　タカオ

北本　　社 キタモト　タカシ 田村　一幸 タムラ　カズユキ

山本　　修 ヤマモト　オサム 小泉　裕紀 コイズミ　ヒロキ

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

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

高橋　一生 タカハシ　カズキ 西田　　覚 ニシダ　サトル

桑名　哲也 クワナ　テツヤ 森本　良二 モリモト　リョウジ

北山　　忠 キタヤマ　タダシ 柴田　啓太 シバタ　ケイタ

岸野　浩士 キシノ　コウジ 福田　大輝 フクダ　ダイキ

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

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

米山　　晋 ヨネヤマ　ススム 加藤　敬史 カトウ　タカフミ

山本　和幸 ヤマモト　カズユキ ― ―

廣瀬　貴規 ヒロセ　タカノリ 神谷　憲昌 カミヤ　マサノリ

後藤　章夫 ゴトウ　アキオ 多木　正則 タキ　マサノリ

小倉　貴次 オグラ　タカツグ 新田　寿文 ニッタ　ヒサフミ

西山　　浩 ニシヤマ　ヒロシ 長谷川　修 ハセガワ　オサム

中西　卓也 ナカニシ　タクヤ 井上　貴浩 イノウエ　タカヒロ

上野　靖幸 ウエノ　ヤスユキ 竹中　新一 タケナ　カシンイチ

菅井　直人 スガイ　ナオト 坂上　　茂 サカガミ　シゲル

植手　真美 ウエテ　マミ 辻井　博之 ツジイ　ヒロユキ

山本　剛史 ヤマモト　ツヨシ 森脇　裕介 モリワキ　ユウスケ

山口　宗久 ヤマグチ　ムネヒサ 橋本　孝生 ハシモト　タカオ

柏村　秋広 カシムラ　アキヒロ 中村 研一郎 ナカムラ　ケンイチロウ

榎本　貴之 エノモト　タカユキ 中矢　善之 ナカヤ　ヨシユキ

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　充浩 カイダ　ミツヒロ

渡邊　剛三 ワタナベ　ゴウゾウ 吉田　和之 ユシダ　カズユキ

山口　克行 ヤマグチ　カツユキ 石田　陽平 イシダ　ヨウヘイ

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

浅井　利美 アサイ　トシミ 竹本　　暢 タケモト　トオル

臼井　正文 ウスイ　マサフミ 小松　蓉治 コマツ　ヨウジ

神田　泰寿 カンダ　ヤストシ 赤松　由雅 アカマツ　ヨシタダ

松本　伸夫 マツモト　ノブオ 滝又　勇吾 タキマタ　ユウゴ

渡邉　和隆 ワタナベ　カズタカ 浦野　陽介 ウラノ　ヨウスケ

熊谷　久志 クマガイ　ヒサシ 大坪　浩司 オオツボ　コウジ

小林　　伸 コバヤシ　シン 都　　和馬 ミヤコ　カズマ

伏原　　直 フシハラ　スナオ 北山 健太郎 キタヤマ　ケンタロウ

中水　滋己 ナカミズ　シゲミ 伊山　昭一 イヤマ　ショウイチ

橋本　貞男 ハシモト　サダオ 星山　健二 ホシヤマ　ケンジ

伊達　真一 ダテ　シンイチ 野々　哲也 ノノ　テツヤ

坪田　康弘 ツボタ　ヤスヒロ 濵田　拓也 ハマダ　タクヤ

小野　　剛 オノ　ツヨシ 後藤　昭憲 ゴトウ　アキノリ

農端　　貴 ノバタ　タカシ 内田　雅治 ウチダ　マサハル

【東近畿B 5位】

【東近畿B 8位】

【東近畿A 9位】

【東近畿B 11位】

【東近畿B 6位】

【東近畿A 10位】

【東近畿B 7位】

【東近畿A 11位】

【東近畿B 12位】

　O U T I　N

【東近畿B 4位】

【東近畿A ７位】

【東近畿A 4位】

【東近畿B 9位】

【東近畿B 10位】

【東近畿A 5位】

【東近畿A 6位】

【東近畿B 4位】

【東近畿A ７位】

【東近畿A 4位】

【東近畿B 9位】

【東近畿B 10位】

【東近畿A 5位】

【東近畿A 6位】

ミライ

ｄｃｍチームＣ

ダボの鳥B

チーム三木会

ｄｃｍチームＳ

TEAM ピスタチオ

13

センコー株式会社 センコーゴルフ部

9:59

センコー株式会社 センコーゴルフ部

13

大和リース株式会社 ＴＥＡＭ－Ａ 大和リース株式会社 ＴＥＡＭ－Ａ

【2018東近畿地区 １位】

【東近畿B 1位】

【2018東近畿地区 １位】

【東近畿B 1位】

12

センコー株式会社 ☆センコー株式会社☆

9:52

センコー株式会社 ☆センコー株式会社☆

12

有限会社 食商 焼肉 アジェ 有限会社 食商 焼肉 アジェ

【東近畿A １位】

【2018東近畿地区 2位】

【東近畿A １位】

【2018東近畿地区 2位】

11

株式会社プリンスホテル プリンスホテル西日本

9:45

株式会社プリンスホテル プリンスホテル西日本

11

株式会社ホロスプランニング TEAM「将来設計士」 株式会社ホロスプランニング TEAM「将来設計士」

【2018東近畿地区 3位】

【東近畿A 2位】

【2018東近畿地区 3 位】

【東近畿A 2位】

ＳＭＡＳフリート株式会社 SMAS＋F

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』

東近畿地区決勝大会
組合せ【8月17日（土）城陽カントリー倶楽部　東コース】

№

1

2

3

4

5

株式会社ナカノフドー建設

株式会社関西みらい銀行

株式会社ドコモCS関西

JCRファーマ株式会社

大末建設株式会社

株式会社ドコモCS関西

NTT西日本グループ

株式会社長谷工コーポレーション

株式会社パループ

スタート
時間

株式会社長谷工コーポレーション

株式会社パループ

ＳＭＡＳフリート株式会社 SMAS＋F

ベアーズ

ハセコー１

パループ

8:21

8:28

8:35

8:42

8:56

【東近畿B 5位】

【東近畿B 8位】

【東近畿A 9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

ベアーズ

ミライ

ｄｃｍチームＣ

ダボの鳥B

チーム三木会

ｄｃｍチームＳ

TEAM ピスタチオ

ハセコー１

パループ

株式会社ナカノフドー建設

株式会社関西みらい銀行

株式会社ドコモCS関西

JCRファーマ株式会社

大末建設株式会社

株式会社ドコモCS関西

NTT西日本グループ

チームK

6

関西日立株式会社 肥後橋サンロッカーズ 関西日立株式会社 肥後橋サンロッカーズ

6

三井住友海上火災保険株式会社 チームK

9:03

三井住友海上火災保険株式会社【東近畿B 11位】

【東近畿B 6位】

ミルボンfactory

7

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

7

株式会社ミルボン ミルボンfactory

9:10

株式会社ミルボン【東近畿A 10位】

【東近畿B 7位】

チームＳＫＹ

8

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 MUFG-関西B 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 MUFG-関西B

8

ソイル工業株式会社 チームＳＫＹ

9:17

ソイル工業株式会社【東近畿A 11位】

【東近畿B 12位】

チームKENSO

9

枚方寝屋川消防組合 Clan4　Bチーム 枚方寝屋川消防組合 Clan4　Bチーム

9

建装工業株式会社 チームKENSO

9:24

建装工業株式会社【東近畿B 3位】

【東近畿A 8位】

【東近畿B 3位】

【東近畿A 8位】

すべらないゴルフ

10

枚方寝屋川消防組合 Clan 4  Aチーム 枚方寝屋川消防組合 Clan 4  Aチーム

10

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【東近畿B 2位】

【東近畿A 3位】

【東近畿B 2位】

【東近畿A 3位】

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


