
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

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

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

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

齋藤　哲也 サイトウ　テツヤ 川田　正之 カワタ　マサユキ

二宮　朋基 ニノミヤ　トモキ 大村　　誠 オオムラ　マコト

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

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

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

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

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

小野瀬 昌人 オノセ　マサト 井下　　淳 イノシタ　ジュン

松下　圭二 マツシタ　ケイジ 後藤　　渉 ゴトウ　ワタル

小川　博史 オガワ　ヒロシ 丹羽　昭二 ニワ　ショウジ

岡田 雄一郎 オカダ　ユウイチロウ 今村　　健 イマムラ　ケン

石毛　政美 イシゲ　マサミ 林　　茂雄 ハヤシ　シゲオ

青山　　治 アオヤマ　オサム 井上　和子 イノウエ　カズコ

二宮　悦郎 ニノミヤ　エツロウ 山本　和秋 ヤマモト　カズアキ

阿久澤 和久 アクザワ　カズヒサ 黒崎　裕之 クロサキ　ヒロユキ

岩崎　博之 イワサキ　ヒロユキ 柳澤　卓二 ヤナギサワ　タクジ

加藤　彰浩 カトウ　アキヒロ 鬼原　正博 キハラ　マサヒロ

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

木原　邦彦 キハラ　クニヒコ 寺崎　　暁 テラサキ　アキラ

土井　一生 ドイ　カズキ 貝津 佑一郎 カイツ　ユウイチロウ

石田　剛大 イシダ　タカヒロ 吉田　邦広 ヨシダクニヒロ

合田　　悟 ゴウダ　サトル 寒川 永一郎 ソウガワ　エイイチロウ

四十谷 裕之 アイタニ　ヒロユキ 首藤 洋一郎 ストウ　ヨウイチロウ

奥田 伸二郎 オクダ　シンジロウ 中田　浩司 ナカタ　ヒロシ

田中　　亘 タナカ　ワタル 清水　興憲 シミズ　オキノリ

高橋　礼子 タカハシ　レイコ 小川　彰弘 オガワ　アキヒロ

草切　　修 クサキリ　オサム 一ノ瀬 政和 イチノセ　マサカズ

奥津　　隆 オクツ　タカシ 佐久間 浩之 サクマ　ヒロユキ

永田　寿夫 ナガタ　トシオ 瀬戸　英之 セト　ヒデユキ

川村　憲彦 カワムラ　ノリヒコ ベンツ ヒデシロ ベンツ　ヒデシロ

梶原　隆司 カジワラ　リュウジ 屋敷　幸雄 ヤシキ　ユキオ

細谷　有彦 ホソヤ　アリヒコ 日高　賢治 ヒダカ　ケンジ

須﨑　春雄 スザキ　ハルオ 田主　了次 タヌシ　リョウジ

屋並　和雄 ヤナミ　カズオ 矢野　光一 ヤノ　コウイチ

佐々木　哲 ササキ　アキラ 黒川　元治 クロカワ　モトハル

鈴木　康人 スズキ　ヤスヒト 陶山　高弘 スヤマ　タカヒロ

中澤　　拓 ナカザワ　タク 関口　由幸 セキグチ　ヨシユキ

瞿曇　孝士 クドン　タカシ 伊東　宏明 イトウ　ヒロアキ

梶浦　宗義 カジウラ　ムネヨシ 猪野　剛弘 イノ　タケヒロ

中村　　肇 ナカムラ　ハジメ 江袋　徳朗 エブクロ　トクロウ

藤井　雅美 フジイ　マサミ 山本　恭代 ヤマモト　ヤスヨ

御園　明恵 ミソノ　アキエ 増田　志野 マスダ̪　シノ

小川　栄一 オガワ　エイイチ 小笠原 清和 オガサワラ　キヨカズ

小俣　知行 オマタ　トモユキ 倉田　昌伸 クラタ　マサノブ

遠山　敏正 トオヤマ　トシマサ 岡本　直樹 オカモト　ナオキ

佐伯　貴志 サエキ　タカシ 徳永　　亨 トクナガ　トオル

小林　英雄 コバヤシ　ヒデオ 溝口　　顕 ミゾグチ　アキラ

大槻　秀樹 オオツキ　ヒデキ 野村　和典 ノムラ　カズノリ

小西　敏彦 コニシ　トシヒコ 宮内　　浩 ミヤウチ　ヒロシ

鴨志田 義信 カモシダ　ヨシノブ 石田　剛啓 イシダ　タカヒロ

細江　暁大 ホソエ　アキヒロ 須﨑　隆寛 スサキ　タカヒロ

宇都　和昭 ウト　カズアキ 神津　加奈 コウヅ　カナ

船橋　　智 フナバシ　サトル 山村　裕一 ヤマムラ　ユウイチ

久古谷 卓治 クゴタニ　タクジ 水沼　正裕 ミズヌマ　マサヒロ

森山　光一 モリヤマ　コウイチ 岩井　康朗 イワイ　ヤスアキ

小木曽 由浩 オギソ　ヨシヒロ 渡辺　　敦 ワタナベ　アツシ

阿部　雄一 アベ　ユウイチ 上野　圭一 エウノ　ケイイチ

関　　　勉 セキ　ツトム 多神田 大和 タジンダ　ヤマト

平野　　剛 ヒラノ　ゴウ 菅谷　　遼 スガヤ　リョウ

塚野　元基 ツカノ　モトキ 内川　　啓 ウチカワ　ケイ

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

伊藤 知彦 イトウ　トモヒコ

高橋　　毅 タカハシ　ツヨシ

鈴木　勝也 スズキ　カツヤ

下田　修吉 シモダ　シュウキチ

Team ABeam

10

東銀リース株式会社 BOTLマスターズ 東銀リース株式会社 BOTLマスターズ

10

アビームコンサルティング株式会社 Team ABeam

8:21

アビームコンサルティング株式会社

Team ABeam U-72

9

株式会社 アトラス チームダスティン 株式会社 アトラス チームダスティン

9

アビームコンサルティング株式会社 Team ABeam U-72

8:12

アビームコンサルティング株式会社

チームえむでぶ

8

株式会社 群馬銀行 ＧＢゴルフクラブ チーム渡良瀬 株式会社 群馬銀行 ＧＢゴルフクラブ チーム渡良瀬

8

メディカル・データ・ビジョン株式会社 チームえむでぶ

8:03

メディカル・データ・ビジョン株式会社

グリーンクラブ

7

株式会社 群馬銀行 ＧＢゴルフクラブ チーム谷川 株式会社 群馬銀行 ＧＢゴルフクラブ チーム谷川

7

株式会社 緑エンジニアリング グリーンクラブ

7:54

株式会社 緑エンジニアリング

HiICS-B

6

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

6

株式会社 日立産業制御ソリューションズ HiICS-B

7:45

株式会社 日立産業制御ソリューションズ

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

非公認ゴルフ同好会

Team　JRC

TEAM OBAYASHI TOKYO

チームＢ

チームＢ

ATJ チームB

荒川アスリート

ATJ チームA

HiICS-A

Apple Japan, Inc.

日本無線株式会社

株式会社 大林組

ＡＩＧ損害保険株式会社

三井住友海上火災保険株式会社

株式会社オートテクニックジャパン

有限会社田代建設

ATJ チームA

HiICS-A

7:00

7:09

7:18

7:27

7:36
本田技研工業株式会社 ＨＧＣ Ａチーム

Team　JRC

TEAM OBAYASHI TOKYO

チームＢ

チームＢ

ATJ チームB

荒川アスリート

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B
組合せ【7月6日（土）スターツ笠間ゴルフ倶楽部】

№

1

2

3

4

5

Apple Japan, Inc.

日本無線株式会社

株式会社 大林組

ＡＩＧ損害保険株式会社

三井住友海上火災保険株式会社

株式会社オートテクニックジャパン

有限会社田代建設

株式会社オートテクニックジャパン

株式会社 日立産業制御ソリューションズ

スタート
時間

株式会社オートテクニックジャパン

株式会社 日立産業制御ソリューションズ

本田技研工業株式会社 ＨＧＣ Ａチーム

非公認ゴルフ同好会

　O U T I　N

11

株式会社ツインズ チームキャタピーＢ

8:30
株式会社ツインズ チームキャタピーＢ

11

CSLベーリング株式会社 ゴルフチームA＠CSLベーリング CSLベーリング株式会社 ゴルフチームA＠CSLベーリング

12

株式会社ツインズ チームキャタピーＡ

8:39
株式会社ツインズ チームキャタピーＡ

12

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

13

島津サイエンス東日本株式会社 チームＳＳＥ

8:48

島津サイエンス東日本株式会社 チームＳＳＥ

13

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

14

東京ガス株式会社 エネルギーフロンティアB

8:57
東京ガス株式会社 エネルギーフロンティアB

14

富士ゼロックス株式会社 チームL 富士ゼロックス株式会社 チームL

15

株式会社フージャースコーポレーション 株式会社フージャースコーポレーション

9:06

株式会社フージャースコーポレーション 株式会社フージャースコーポレーション

15

富士ゼロックス株式会社 チームB 富士ゼロックス株式会社 チームB

16

株式会社 シーアンドエーソリューション Ｃ＆Ａ

9:15

株式会社 シーアンドエーソリューション Ｃ＆Ａ

16

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

17

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 CTC-B

9:24

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 CTC-B

17

農林中央金庫 よりぞう 農林中央金庫 よりぞう

18

株式会社NTTドコモ ドコモゴルフクラブ Dチーム

9:33
株式会社NTTドコモ ドコモゴルフクラブ Dチーム

18

株式会社　日立製作所 大みかチームＢ 株式会社　日立製作所 大みかチームＢ

19

センコー株式会社 センコー株式会社関東チーム

9:42
出光興産株式会社 チームS

19

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

20

センコー株式会社 センコー株式会社関東チーム

9:51
出光興産株式会社 チームS

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


