
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

米村　康弘 ヨネムラ　ヤスヒロ

渡辺　耕助 ワタナベ　コウスケ

熊谷　　隆 クマガイ　リュウ

岩村　昌樹 イワムラ　マサキ

桐原　貴博 キリハラ　タカヒロ 野村　　豊 ノムラ　ユタカ

吉田 紳智郎 ヨシダ　シンチロウ 坂上　純一 サカガミ ジュンイチ

寺田　国徳 テラダ　クニノリ 大下　修司 オオシタ　シュウジ

船橋　昭文 フナバシ　アキフミ 岩本　雅弘 イワモト　マサヒロ

嫩　　靖也 フタバ　セイヤ 海悦　将一 カイエツ　ショウイチ

上田　秀一 ウエダ　シュウイチ 桐原　　健 キリハラ　タケル

末松　大和 スエマツ　ヒロカズ 光山　敬一 ミツヤマ　ケイイチ

大阪　直子 オオサカ　ナオコ 岩元　智彦 イワモト　トモヒコ

大野　征博 オオノ　マサヒロ 柴田　英樹 シバタ　ヒデキ

山田　　豊 ヤマダ　ユタカ 馬場　尚記 ババ　ナオキ

吉川　清光 ヨシカワ　キヨミツ 髙野　剛一 タカノ　ゴウイチ

西田　健太 ニシダ　ケンタ 田崎 ゆかり タサキ　ユカリ

北島　光幸 キタジマ　ミツユキ 原田　健一 ハラダ　ケンイチ

柿田　哲男 カキタ　テツオ 三重野 政広 ミエノ　マサヒロ

江口　裕章 エグチ　ヒロアキ 永尾　　誠 ナガオ　マコト

西岡　公久 ニシオカ　キミヒサ 松本　光博 マツモト　ミツヒロ

磯　　浩一 イソ　コウイチ 池上　恵二 イケガミ　ケイジ

片岡　大輔 カタオカ　ダイスケ 木村　賢一 キムラ　ケンイチ

内村　真悟 ウチムラ　シンゴ 千賀　　亮 センガ　リョウ

小西　雄一 コニシ　ユウイチ 川部　裕貴 カワベ　ユウキ

渡邊　　豪 ワタナベ　ゴウ 小池　竜司 コイケ　リュウジ

松本　一長 マツモト　カズナガ 鳥巣　竜也 トリス　タツヤ

清村　栄一 シムラ　エイイチ 原田　耕嗣 ハラダ　コウジ

菅　　泰明 カン　ヤスアキ 吉岡　明仁 ヨシオカ　アキヒト

北村　　智 キタムラ　サトシ 小笠原 信行 オガサワラ　ノブユキ

中島　雅也 ナカシマ　マサヤ 山本　伸也 ヤマモト　シンヤ

宿輪　洋介 シュクワ　ヨウスケ 中島　　誠 ナカジマ　マコト

石原　隆次 イシハラ　リュウジ 浦川　宗義 ウラカワ　カズノリ

太田　浩一 オオタ　コウイチ 尾方　健人 オガタ　ケント

小山　晋佑 オヤマ　シンスケ 木下　拓也 キノシタ　タクヤ

加藤　幸男 カトウ　ユキオ 岩下　一樹 イワシタ　イツキ

園田　泰之 ソノダ　タイジ 松村　弘治 マツムラ　コウジ

小杉　周司 コスギ　シュウジ 杉本  博明 スギモト　ヒロアキ

益﨑　清治 マスザキ　キヨハル 山口　俊幸 ヤマグチ　トシユキ

小田原 文人 オダワラ　フミト 植竹　健一 ウエタケ　ケンイチ

豊田　一生 トヨダ　イッセイ 松島　昭治 マツシマ　ショウジ

小杉　康之 コスギ　ヤスユキ 小杉　堅太 コスギ　ケンタ

小杉　康太 コスギ　コウタ 小杉　竜三 コスギ　リュウゾウ

田口　正一 タグチ　ショウイチ 北川　貴司 キタガワ　タカシ

沖　　明寿 オキ　アキトシ 山岸　和功 ヤマギシ　カズナリ
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チームMTM

熊本銀行ゴルフ部A

チームLE

熊本銀行ゴルフ部B

チームループ

キュウセツＡ

チームK

ゴルフ部チームA

8

チーム NOA 日本ペイントマリン株式会社 チーム NOA

コスギ不動産Bチーム

10

チームせいほう

株式会社コスギ不動産 コスギ不動産Aチーム

8:56

株式会社コスギ不動産 コスギ不動産Aチーム

11

YKK AP株式会社 TEAM AP YKK AP株式会社 TEAM AP

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』

中国九州D
組合せ【6月29日（土）くまもと中央カントリークラブ】

№

1

2

3

4

5

株式会社熊本銀行

株式会社三友ロジスティクス

株式会社熊本銀行

三菱電機住環境システムズ株式会社 九州支社

株式会社熊本銀行

末松印刷　株式会社

キュウセツＡＱＵＡ株式会社

株式会社熊本銀行

株式会社 大氣社

スタート
時間

株式会社熊本銀行

株式会社 大氣社

戸田建設株式会社 九州支店 チームK

　O U T

熊本銀行ゴルフ部A

戸田建設株式会社 九州支店

7:46

7:53

8:00

8:07

8:14

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。

株式会社三友ロジスティクス

三菱電機住環境システムズ株式会社 九州支社

株式会社熊本銀行

末松印刷　株式会社

キュウセツＡＱＵＡ株式会社

チームD

6

株式会社　大氣社 チームTKS-B 株式会社　大氣社 チームTKS-B

ゴルフ部チームB

7

株式会社味咲

11

チームC

7

ダイハツ九州株式会社 ゴルフ部チームB

8:28

ダイハツ九州株式会社

№

2

3

4

5

チームMTM

チームLE

熊本銀行ゴルフ部B

チームループ

キュウセツＡ

熊本銀行ゴルフ部C

チームTKS-A

I　N

熊本銀行ゴルフ部C

チームTKS-A

6

富士ゼロックス株式会社 チームD

8:21

富士ゼロックス株式会社

8

ダイハツ九州株式会社 ゴルフ部チームA

8:35

ダイハツ九州株式会社

富士ゼロックス株式会社 チームC 富士ゼロックス株式会社

日本ペイントマリン株式会社

チームミサキ

9

株式会社コスギ不動産 コスギ不動産Cチーム

8:42

株式会社コスギ不動産

10

株式会社コスギ不動産 コスギ不動産Bチーム

8:49

株式会社コスギ不動産

チームミサキ 株式会社味咲

コスギ不動産Cチーム

西邦電気工事株式会社 西邦電気工事株式会社 チームせいほう

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


