
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

渡邉　　元 ワタナベ　ゲン ピーター 秋山 ピーター　アキヤマ

皆本　美輝 ミナモト　ヨシアキ 大森　幸一 オオモリ　コウイチ

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

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

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

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

加藤 満春雄 カトウ　マスオ 石井　直之 イシイ　ナオユキ

柿本　偉雄 カキモト　タケオ 江森　崇裕 エモリ　タカヒロ

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

本荘　健吾 ホンジョウ　ケンゴ 冨永　一喜 トミナガ　カズヨシ

崔　　善卿 チェ　ソンギョン 馬場　康人 ババ　ヤスヒト

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

山本　　充 ヤマモト　ミツル 半田　純一 ハンダ　ジュンイチ

髙倉 甲一朗 タカクラ　コウイチロウ 青木　健太 アオキ　ケンタ

松本　靖博 マツモト　ヤスヒロ 引地 信一朗 ヒキチ　シンイチロウ

伊藤　広隆 イトウ　ヒロタカ 小林　文子 コバヤシ　フミコ

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

島村　卓樹 シマムラ　タカキ 青山　郁夫 アオヤマ　イクオ

高松　太郎 タカマツ　タロウ 西岡 伸一郎 ニシオカ　シンイチロウ

岩本　達哉 イワモト　タツヤ 絹谷　勇馬 キヌタニ　ユウマ

酒井　貴弘 サカイ　タカヒロ 小柳　　剛 コヤナギ　ゴウ

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

平島　　剛 ヒラシマ　ツヨシ 小田　敬仁 オダ　ノリヒト

佐藤　秀樹 サトウ　ヒデキ 遠田　将弘 トオダ　マサヒロ

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 高水　　保 タカミズ　タモツ

平林　昌樹 ヒラバヤシ　マサキ 五十嵐 欣次 イガラシ　キンジ

安廣　征太 ヤスヒロ　ハヤタ 金子　義彦 カネコ　ヨシヒコ

春日　静夫 カスガ　シズオ 中村　将弘 ナカムラ　マサヒロ

松原　　勲 マツバラ　イサオ 弘田　隆一 ヒロタ　リュウイチ

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

田草川　滋 タクサガワ　シゲル 澤　慎二郎 サワ　シンジロウ

足立　義人 アダチ　ヨシト 秋葉　　格 アキバ　イタル

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

寺島　　篤 テラシマ　アツシ 上村　雅彦 カミムラ　マサヒコ

河野　　章 カワノ　アキラ

宮部　　茂 ミヤベ　シゲル 和田　康弘 ワダ　ヤスヒロ

中村　匡規 ナカムラ　タダノリ 伊藤　　尚 イトウ　タカシ

高津　英之 タカツ　ヒデユキ 藤岡　秀章 フジオカ　ヒデアキ

上村　隆明 ウエムラ　タカアキ 篠原 龍太郎 シノハラ　リュウタロウ

河村　勝弘 カワムラ　マサヒロ 見目　　勉 ケンモク　ツモム

鈴木　健生 スズキ　タケオ 佐藤 紳一郎 サトウ　シンイチロウ

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

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

坂東　 法隆 バンドウ　ノリタカ 岡村　敬宗 オカムラ　ケイゾウ

夏井　　崇 ナツイ　タカシ 梅本　　琢 ウメモト　タク

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

並河　　悟 ナミカワ　サトシ 畔柳　　肇 クロヤナギ　ハジメ

松本　吉貴 マツモト　ヨシタカ 近藤　裕孝 コンドウ　ユタカ

今富　浩司 イマトミ　コウジ 山田　隆持 ヤマダ　リュウジ

木道　俊一 キドウ　シュンイチ 江藤　洋志 エトウ　ヒロシ

ゴルフ部

10

イリソ電子工業株式会社 イリソゴルフ部（横浜） イリソ電子工業株式会社 イリソゴルフ部（横浜）

10

千代田化工建設株式会社 ゴルフ部

9:30

千代田化工建設株式会社

IFEゴルフ部（非公認）

9

株式会社電通国際情報サービス AHEAD 株式会社電通国際情報サービス AHEAD

9

株式会社IHI扶桑エンジニアリング IFEゴルフ部（非公認）

9:22

株式会社IHI扶桑エンジニアリング

ＲＪＧ－Ａ

8

株式会社電通国際情報サービス AHEAD2 株式会社電通国際情報サービス AHEAD2

8

リコージャパン株式会社 ＲＪＧ－Ａ

9:15

リコージャパン株式会社

RJG-補欠

7

武田コンシューマーヘルスケア株式会社 ＴＭヒルズ 武田コンシューマーヘルスケア株式会社 ＴＭヒルズ

7

リコージャパン株式会社 RJG-補欠

9:07

リコージャパン株式会社

ＳＭＦＬ研修会Ｃチーム

6

富士通エフ・アイ・ピー株式会社 FIP 富士通エフ・アイ・ピー株式会社 FIP

6

三井住友ファイナンス＆リース株式会社 ＳＭＦＬ研修会Ｃチーム

9:00

三井住友ファイナンス＆リース株式会社

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

G-BOYS

チームA

CIゴルフ部A

チームB

チップインボギー

クレスコGolf部

京葉銀行

DELiGHT WORKS

ＳＭＦＬ研修会Ａチーム

日本マイクロソフト株式会社

JAセレサ川崎

株式会社コスモスイニシア

JAセレサ川崎

TIS株式会社

株式会社 クレスコ

株式会社 京葉銀行

DELiGHT WORKS

ＳＭＦＬ研修会Ａチーム

8:22

8:30

8:37

8:45

8:52
株式会社ＮＴＴデータ・フィナンシャルコア ＦＣゴルフサークル

チームA

CIゴルフ部A

チームB

チップインボギー

クレスコGolf部

京葉銀行

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C
組合せ【7月15日（月祝）キングフィールズゴルフクラブ】

№

1

2

3

4

5

日本マイクロソフト株式会社

JAセレサ川崎

株式会社コスモスイニシア

JAセレサ川崎

TIS株式会社

株式会社 クレスコ

株式会社 京葉銀行

ディライトワークス株式会社

三井住友ファイナンス＆リース株式会社

スタート
時間

ディライトワークス株式会社

三井住友ファイナンス＆リース株式会社

株式会社ＮＴＴデータ・フィナンシャルコア ＦＣゴルフサークル

G-BOYS

　O U T I　N

11

株式会社ニューアド社 NAGC

9:37

株式会社ニューアド社 NAGC

11

東急建設株式会社 ＴＣゴルフ同好会② 東急建設株式会社 ＴＣゴルフ同好会②

12

医療法人光洋会 光洋会チームA

9:45

医療法人光洋会 光洋会チームA

12

マイクロン ジャパン株式会社 チームTenacityで行こう！ マイクロン ジャパン株式会社 チームTenacityで行こう！

13

花王株式会社 すみだゴルフ部Bチーム

9:52

花王株式会社 すみだゴルフ部Bチーム

13

横河医療ソリューションズ株式会社 79チームむう 横河医療ソリューションズ株式会社 79チームむう

14

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

10:00

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

14

NTTコムウェア株式会社 チーム4K NTTコムウェア株式会社 チーム4K

15

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

10:07

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

15

出光興産株式会社 チーム N 出光興産株式会社 チーム N

16

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

10:15

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

16

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

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


