
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

岩橋　雅一 イワハシ　マサカズ 中井　康之 ナカイ　ヤスユキ

新倉　秀雄 ニイクラ　ヒデオ 木下　雅大 キノシタ　マサヒロ

福田　匡志 フクダ　マサシ 大坪　正人 オオツボ　マサト

濱田　　敦 ハマダ　アツシ 野本　尚宏 ノモト　ナオヒロ

榎本　政法 エノモト　マサノリ 中川　幸一 ナカガワ　コウイチ

岩崎 健一郎 イワサキ　ケンイチロウ 東島　伸明 ヒガシジマ　ノブアキ

末松　直紀 スエマツ　ナオキ 成山　　豊 ナリヤマ　ユタカ

永田　賢二 ナガタ　ケンジ 海津　康彦 カイヅ　ヤスヒコ

平田 栄一郎 ヒラタ　エイイチロウ 山口　　貴 ヤマグチ　タカシ

毛利　豊寿 モウリ　トヨヒサ 酒井　裕介 サカイ　ユウスケ

樋口　稔洋 ヒグチ　トシヒロ 石田　俊宏 イシダ　トシヒロ

大海　敏彦 オオウミ　トシヒコ 小田　浩之 オダ 　ヒロユキ

稲木　鉄志 イナキ　テツジ 永野　　徹 ナガノ　トオル

塚田　圭司 ツカダ　ケイジ 永野　雄亮 ナガノ　ユウスケ

古澤　　孝 フルサワ　タカシ 小田　康浩 オダ　ヤスヒロ

三並　史典 ミナミ　フミノリ 小林　啓志 コバヤシ　ヒロシ

岩本　丈一 イワモト　タケカズ 瀧本　修一 タキモト　シュウイチ

林　　竜也 ハヤシ　タツヤ 高橋　　潔 タカハシ　キヨシ

砂原　義秀 スナハラ　ヨシヒデ 洞澤　　剛 ホラサワ　ゴウ

飯田　宏行 イイダ　ヒロユキ 齋藤　威利 サイトウ　タケトシ

山川　博功 ヤマカワ　ヒロノリ 片山　徹之 カタヤマ　テツシ

五十嵐 将人 イガラシ　マサト 橋本　　彩 ハシモト　アヤ

浅田　恭平 アサダ　キョウヘイ 片桐　　悟 カタギリ　サトル

海老原 幹也 エビハラ　ミキヤ 今井　泰雄 イマイ　ヤスオ

久保　並城 クボ　ナミキ 石橋　慶一 イシバシ　ケイイチ

嶌田　兼光 シマダ　カネミツ 宇佐美　清 ウサミ　キヨシ

水山　英一 ミズヤマ　エイイチ 鳥海　宏志 トリウミ　ヒロシ

田中　裕崇 タナカ　ヒロタカ 森下　貴行 モリシタ　タカユキ

磯部　裕基 イソベ　ヒロモト 坂上　昌弘 サカガミ　マサヒロ

中尾 要一郎 ナカオ　ヨウイチロウ 前田　善治 マエダ　ヨシハル

高岡　文博 タカオカ　フミヒロ 山本　一仁 ヤマモト　カズヒト

栗山　王太郎 クリヤマ　オオタロウ 高橋　英之 タカハシ　ヒデユキ

日永田 達弘 ヒエイダ　タツヒロ 宮崎　宏二 ミヤザキ　コウジ

竹下　直斗 タケシタ　ナオト 栗原　拓郎 クリハラ　タクロウ

立川　大介 タチカワ　ダイスケ 新井　和美 アライ　カズミ

宮原 さおり ミヤハラ　サオリ 井上 裕可里 イノウエ　ユカリ

内山　景志 ウチヤマ　ケイジ 大崎　洋平 オオサキ　ヨウヘイ

貴志　直文 キシ　ナオユキ 永田　　亮 ナガタ　リョウ

菊地　信光 キクチ　ノブミツ 眞鍋　哲也 マナベ　テツヤ

上原　正行 ウエハラ　マサユキ 長谷川 裕晃 ハセガワ　ヒロアキ

土本　高延 ツチモト　タカノブ 菊川　　格 キクカワ　カク

重松　武治 シゲマツ　タケハル 向山　昌吾 ムカイヤマ　ショウゴ

森本　健一 モリモト　ケンイチ 青山　文彦 アオヤマ　フミヒコ

長谷部　崇 ハセベ　タカシ 渡辺 隆太郎 ワタナベ　リュウタロウ

中村　繁明 ナカムラ　シゲアキ 山口　直志 ヤマグチ　ナオユキ

山口　久人 ヤマグチ　ヒサト 入内島　治 イリウチジマ　オサム

平間　道雄 ヒラマ　ミチオ 山中　茂生 ヤマナカ　シゲオ

犬塚　正典 イヌツカ　マサノリ 六信　洋二 ムツノブ　ヨウジ

松原　勇三 マツバラ　ユウゾウ 蔦谷　洋輔 ツタヤ　ヨウスケ

福岡　大城 フクオカ　ヒロキ 高橋　　毅 タカハシ　ツヨシ

間宮　 一博 マミヤ　 カズヒロ 石黒 基二郎 イシグロ　モトジロウ

鎌倉　英治 カマクラ　ヒデハル 中田　秀樹 ナカタ　ヒデキ

田代　泰久 タシロ　ヤスヒサ 脇坂　保範 ワキサカ　ヤスノリ

古澤　　元 フルサワ　モトイ 小島　一馬 コジマ　カズマ

杉山　　勲 スギヤマ　イサオ 中岡　慎吾 ナカオカ　シンゴ

中山　健一 ナカヤマ　ケンイチ 高橋　純平 タカハシ　ジュンペイ

加藤　　忠 カトウ　タダシ 小野　和男 オノ　カズオ

髙倉　永完 タカクラ　ナガミツ 惣田　　健 ソウダ　タケシ

杉山　　圭 スギヤマ　ケイ 大山　馨子 オオヤマ　キョウコ

猿田　高志 サルタ　タカシ 澤田　政史 サワダ　マサフミ

安藤　英基 アンドウ　ヒデキ 長尾　　大 ナガオ　ダイ

金子　純也 カネコ　ジュンヤ 富田　圭吾 トミタ　ケイゴ

北山　暁子 キタヤマ　アキコ 杉崎　光昭 スギザキ　ミツアキ

石井　幸子 イシイ　サチコ 名取 潤一郎 ナトリ　ジュンイチロウ

渡辺　政宏 ワタナベ　マサヒロ 山岸　昌樹 ヤマギシ　マサキ

石坂　広二 イシザカ　コウジ 新井　一人 アライ　カズト

岡本　敏秀 オカモト　トシヒデ 伊丹　　宏 イタミ　ヒロシ

内田　哲也 ウチダ　テツヤ 佐野　英彦 サノ　ヒデヒコ

蕪木　茂倫 カブラギ　シゲノリ 阿曽田　務 アソダ　ツトム

梅木　久実 ウメキ　ヒサミ 根本　浩史 ネモト　ヒロシ

藤田　暁斗 フジタ　アキト 上野　龍平 ウエノ　リュウヘイ

鳥羽々 充英 トリハバ　ミツヒデ 坪田　秀人 ツボタ　ヒデト

土肥　幸児 ドヒ　コウジ 根来　 雅之 ネゴロ　マサユキ

川田 　雅之 カワダ　マサユキ 秋山　 隆人 アキヤマ　タカヒト

山中　康宏 ヤマナカ　ヤスヒロ 畑中　勝美 ハタナカ　カツミ

青木　賢二 アオキ　ケンジ 小谷口 義章 コタニグチ　ヨシアキ

室田　尚紀 ムロタ　ヒサノリ 佐藤　達生 サトウ　タツオ

芳川　　繁 ヨシカワ　シゲル 宮崎　貴史 ミヤザキ　タカシ

中田　裕一 ナカタ　ユウイチ 真島　正彦 マジマ　マサヒコ

塩野目 龍一 シオノメ　リュウイチ 長船　誠紀 オサフネ　マサキ

伊勢　和平 イセ　カズタカ

竹内　俊之 タケウチ　トシユキ

西野　英三 ニシノ　エイゾウ

加茂下 哲夫 カモシタ　テツオ

DSCP

10

TAKEUCHI株式会社 TAKEUCHI　チームB TAKEUCHI株式会社 TAKEUCHI　チームB

10

第一三共ケミカルファーマ株式会社 DSCP

8:30

第一三共ケミカルファーマ株式会社

LSGC

9

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

9

株式会社ライフシールド LSGC

8:20

株式会社ライフシールド

ドコモゴルフクラブ Cチーム

8

大塚ウエルネスベンディング株式会社 OWV Golfers 大塚ウエルネスベンディング株式会社 OWV Golfers

8

株式会社NTTドコモ ドコモゴルフクラブ Cチーム

8:10

株式会社NTTドコモ

Aチーム

7

株式会社　ビィ・フォアード 前へB 株式会社　ビィ・フォアード 前へB

7

株式会社　野村総合研究所 Aチーム

8:00

株式会社　野村総合研究所

前へA

6

株式会社　丸井 MGC-B 株式会社　丸井 MGC-B

6

株式会社　ビィ・フォアード 前へA

7:50

株式会社　ビィ・フォアード

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

チームワン

TAM１

Brighter Energy E

TCゴルフ同好会B

TTPゴルフ部　特選チーム

TCゴルフ同好会A

ヨネックス ブルー＆グリーン

CRG

ID20-C

株式会社イワハシエキスプレス

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

出光興産株式会社

東急建設株式会社

特種東海製紙株式会社

東急建設株式会社

ヨネックス株式会社

CRG

ID20-C

7:00

7:10

7:20

7:30

7:40

株式会社　丸井 MGC-A

TAM１

Brighter Energy E

TCゴルフ同好会B

TTPゴルフ部　特選チーム

TCゴルフ同好会A

ヨネックス ブルー＆グリーン

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』

圏央C
組合せ【8月4日（日）武蔵丘ゴルフコース】

№

1

2

3

4

5

株式会社イワハシエキスプレス

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

出光興産株式会社

東急建設株式会社

特種東海製紙株式会社

東急建設株式会社

ヨネックス株式会社

CRGホールディングス株式会社

飯田通商株式会社

スタート
時間

CRGホールディングス株式会社

飯田通商株式会社

株式会社　丸井 MGC-A

チームワン

　O U T I　N

11

三井住友海上火災保険株式会社 チームＣ

8:40

三井住友海上火災保険株式会社 チームＣ

11

TAKEUCHI株式会社 TAKEUCHI　チームA TAKEUCHI株式会社 TAKEUCHI　チームA

12

横浜農業協同組合 ＪＡ横浜ゴルフ部

8:50

横浜農業協同組合 ＪＡ横浜ゴルフ部

12

株式会社ラック ラックゴルフ部 株式会社ラック ラックゴルフ部

13

SCSK株式会社 チームGB

9:00

SCSK株式会社 チームGB

13

伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 MISI Bチーム 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 MISI Bチーム

14

伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 MISI Aチーム

9:10

伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 MISI Aチーム

14

株式会社サンアロマ （株）サンアロマ 株式会社サンアロマ （株）サンアロマ

15

株式会社三菱UFJ銀行 MUFGーC

9:20

株式会社三菱UFJ銀行 MUFGーC

15

埼玉医科大学病院 埼玉医科大学病院 埼玉医科大学病院 埼玉医科大学病院

16

株式会社 エープル チームANK

9:30

株式会社 エープル チームANK

16

株式会社リコー RGC-B 株式会社リコー RGC-B

17

トレンドマイクロ株式会社 ウイルスバスターズ

9:40

トレンドマイクロ株式会社 ウイルスバスターズ

17

ソニービジネスソリューション株式会社 Team SBSC B ソニービジネスソリューション株式会社 Team SBSC B

18

清水建設株式会社 SCゴルフ研修会チームA

9:50

清水建設株式会社 SCゴルフ研修会チームA

18

株式会社ベイカレント・コンサルティング AI_TEAM 株式会社ベイカレント・コンサルティング AI_TEAM

19

富士フイルム株式会社 チーム西麻布

10:00

富士フイルム株式会社 チーム西麻布

19

ダイダン株式会社 関東チーム ダイダン株式会社 関東チーム

20

ノキアソリューションズ＆ネットワークス チームNOKIA

10:10

KDDI株式会社 チーム佐藤

20

国分寺市役所 国分寺83GA 国分寺市役所 国分寺83GA

21

KDDI株式会社 チーム佐藤

10:20
ノキアソリューションズ＆ネットワークス チームNOKIA

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


