
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

渋谷　征茂 シブタニ　ユキシゲ 和田　一治 ワダ　カズハル

川上　耕作 カワカミ　コウサク 田中　清二 タナカ　セイジ

治田　吉史 ハルタ　ヨシフミ 原　　隆人 ハラ　タカト

菊　　義之 キク　ヨシユキ 平松　　慎 ヒラマツ　シン

田中　慶太 タナカ　ケイタ 本田　雄一 ホンダ　ユウイチ

野中　健司 ノナカ　ケンジ 原　　淳一 ハラ　ジュンイチ

貴志　彰英 キシ　アキヒデ 佐々木 啓行 ササキ　ヒロユキ

- - 清水　　力 シミズ　ツトム

藤井　茂弘 フジイ　シゲヒロ 千葉　芳晃 チバ　ヨシテル

梶谷　光弘 カジタニ　ミツヒロ 内藤　　崇 ナイトウ　タカシ

佐々木　学 ササキ　マナブ 石谷　彰寿 イシタニ　アキヒサ

山本　真永 ヤマモト　マサナガ 三鴨　裕二 ミカモ　ユウジ

垰田　幸治 タオダ　コウジ 露口　賢一 ツユグチ　ケンイチ

稲垣　康治 イナガキ　コウジ 佐々木　優 ササキ　マサル

松本　隆之 マツモト　タカユキ 竹内　晴彦 タケウチ　ハルヒコ

松木　卓茂 マツキ　タクモ 瀬滝　　雅 セタキ　マサシ

木田　良太 キダ　リョウタ 成田　　薫 ナリタ　カオル

濱田　紀英 ハマダ　ノリヒデ 津坂　英二 ツサカ　エイジ

大西　浩夫 オオニシ　ヒロオ 坂本　常守 サカモト　ツネモリ

新山　文夫 ニイヤマ　ノリオ 湯山　　浩 ユヤマ　ヒロシ

大塚　直哉 オオツカ　ナオヤ 細見　幸信 ホソミ　ユキノブ

大迫　裕朗 オオサコ　ヒロアキ 葛原　　淳 クズハラ　アツシ

斎藤　祐也 サイトウ　ユウヤ 若槻　光雄 ワカヅキ　ミツオ

恒藤　元英 ツネフジ　モトヒデ 菅原　　洋 スガハラ　ヒロシ

木村　浩司 キムラ　コウジ 松山　俊二 マツヤマ　シュンジ

竹本　　純 タケモト　ジュン 山口　　暁 ヤマグチ　サトル

藤原　昌信 フジワラ　マサノブ 中田　太樹 ナカタ　タイキ

金沢　英幸 カナザワ　ヒデユキ 松田　吉弘 マツダ　ヨシヒロ

島本　廣昭 シマモト ヒロアキ 佐々木 晴生 ササキ　ハルオ

坂野　吉弘 サカノ　ヨシヒロ 和田　　仁 ワダ　ジン

深野　勇樹 フカノ　ユウキ 小泉　幸基 コイズミ　ユキモト

岡田　久美 オカダ　クミ 高岡　　柱 タカオカ　ハシラ

山本　晃市 ヤマモト　コウイチ 小泉　直也 コイズミ　ナオヤ

染谷　玲央 ソメタニ　レオ 森田　晃平 モリタ　コウヘイ

橋本　千春 ハシモト　チハル 萩原　嘉織 ハギワラ　カオリ

川上 真貴子 カワカミ　マキコ 鈴木 富美子 スズキ　フミコ

中井　祥貴 ナカイ　ショウキ 南野　篤志 ナンノ　アツシ

喜多　章浩 キタ　アキヒロ 深井　雅人 フカイ　マサヒト

大下　隆仁 オオシタ　タカヒト 新居　武志 ニイ　タケシ

小原　敏正 オハラ　トシマサ 荒木　良文 アラキ　ヨシフミ

小川　　淳 オガワ　アツシ 白神　　聡 シラガミ　サトシ

林　　容平 ハヤシ　ヨウヘイ 柏木　　昇 カシワギ　ノボル

島田　陽一 シマダ　ヨウイチ 弥園　　徹 ミソノ　トオル

小川　喜之 オガワ　ヨシユキ 長戸　裕一 ナガト　ユウイチ

長郷　君也 ナガサト　キミヤ 澤田　達矢 サワダ　タツヤ

丁　　紹徳 テイ　トクアキ 辻本　陽介 ツジモト　ヨウスケ

光本　信也 ミツモト　ノブヤ 友長　　悟 トモナガ　サトル

大山　邦彦 オオヤマ　クニヒコ 清野　　洋 キヨノ　ヒロシ

竹ノ内 賢一郎 タケノウチ　ケンイチロウ 阿部　信行 アベ　ノブユキ

桐谷　龍平 キリタニ　リュウヘイ 景山　慎也 カゲヤマ　シンヤ

中野　博文 ナカノ　ヒロフミ 北濱　勝也 キタハマ　カツヤ

津田　栄一 ツダ　エイイチ 木村　博彦 キムラ　ヒロヒコ

藤原　新吾 フジワラ　シンゴ 岸本　英樹 キシモト　ヒデキ

常峰　節雄 ツネミネ　セツオ 冨田　泰功 トミタ　ヤスノリ

木村　秀司 キムラ　シュウジ 北村　浩二 キタムラ　コウジ

江口　裕章 エグチ　ヒロアキ 中本　雅祥 ナカモト　マサヨシ

中山　徳勝 ナカヤマ　ノリカツ 平　　光貴 タイラ　コウキ

向井　清隆 ムカイ　キヨタカ 大木　裕之 オオキ　ヒロユキ

三国　寿雄 ミクニ　ヒサオ 山本　明男 ヤマモト　アキオ

苗　　浩平 ナエ　コウヘイ 鳴海　　充 ナルミ　ミツル

東浦　　誠 ヒガシウラ　マコト 谷地　秀信 ヤチ　ヒデノブ

大間　喜行 オオマ　ヨシユキ 鬼束　晃司 オニツカ　コウジ

桃井　和安 モモイ カズヤス 山下　和志 ヤマシタ　カズシ

澤田　　等 サワダ　ヒトシ 塩田　　聡 シオタ サトシ

池田　幸平 イケダ　コウヘイ 湯浅　嘉一 ユアサ　ヨシカズ

大谷 俊一郎 オオタニ　シュンイチロウ 北原　慶二 キタハラ　ケイジ

流川　博文 ナガレカワ　ヒロフミ 永廣　啓士 エヒロ　ケイジ

中北　耕平 ナカキタ　コウヘイ 島本　絹子 シマモト　キヌコ

松葉　貢生 マツバ　ツギオ 中山　隆幸 ナカヤマ　タカユキ

月岡　洋介 ツキオカ　ヨウスケ 吉野　英樹 ヨシノ　ピテキ

根本　道之 ネモト　ミチユキ 津島　奈美 ツシマ　ナミ

眞鳥　　翔 マトリ　ショウ 髙津　和美 コウヅ　カズミ

中林　浩之 ナカバヤシ　ヒロユキ 中林　浩二 ナカバヤシ　コウジ

山下　勇児 ヤマシタ　ユウジ 永井　一史 ナガイ　カズシ

大門　篤史 ダイモン　アツシ 辻中　聖也 ツジナカ　セイヤ

田中　　克 タナカ　スグル 平野　匡史 ヒラノ　マサシ

山田　孝夫 ヤマダ　タカオ 村上　正師 ムラカミ　マサシ

芦谷　健太 アシタニ　ケンタ 宮崎　健治 ミヤザキ　ケンジ

今西　　慶 イマニシ　ケイ 辻井　紳夫 ツジイ　ノブオ

新　　繁樹 アタラシ　シゲキ 平松　宣子 ヒラマツ　ノリコ

ドウシシャゴルフ同好会

10

日本マイクロソフト株式会社 M365&ユニファイド 日本マイクロソフト株式会社 M365&ユニファイド

10

株式会社ドウシシャ ドウシシャゴルフ同好会

9:00
株式会社ドウシシャ【西近畿C 8位】

【西近畿B 7位】

【西近畿C 8位】

【西近畿B 7位】

ＮＪＲ
9

株式会社大林組 大林組ゴルフ部『レジーナ　ＯＢＡＹＡＳＨＩ』 株式会社大林組 大林組ゴルフ部『レジーナ　ＯＢＡＹＡＳＨＩ』

9

日本住宅流通株式会社 ＮＪＲ

8:50
日本住宅流通株式会社【西近畿B 6位】

【西近畿C 9位】

【西近畿B 6位】

【西近畿C 9位】

PKW48-B
8

株式会社三菱UFJ銀行 MUFG関西A 株式会社三菱UFJ銀行 MUFG関西A

8

パナソニック株式会社 PKW48-B

8:40
パナソニック株式会社【西近畿C 6位】

【西近畿B 12位】

PKW48
7

株式会社　大気社 ＯＨ　ＴＥＡＭ－Ａ 株式会社　大気社 ＯＨ　ＴＥＡＭ－Ａ

7

パナソニック株式会社加西事業所 PKW48

8:30
パナソニック株式会社加西事業所【西近畿B 18位】

【西近畿B 22位】

ぷいぷいチーム
6

昭和瀝青工業株式会社 ＳＲＫ 昭和瀝青工業株式会社 ＳＲＫ

6

株式会社毎日放送 ぷいぷいチーム

8:20
株式会社毎日放送【西近畿C 7位】

【西近畿B 20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

DAN

ワイレア２

ＴＥＡＭ　ＤＳ

チーム SE

JEMS　(ジェムス）

日本総研Ｗ

ハセコ－2

DNGS

ハセコー3

株式会社 朝日新聞社

株式会社オブロン

第一創建株式会社

株式会社　BSC

ジャパン・イーエム・ソリューションズ株式会社

株式会社日本総合研究所

株式会社長谷工コーポレーション

DNGS

ハセコー3

7:30

7:40

7:50

8:00

8:10

【西近畿B 21位】

【西近畿B 14位】

【西近畿B 13位】医療法人育和会　育和会記念病院 Ikuwakai Golf Club

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』

西近畿地区決勝大会
組合せ【8月11日（日）奈良国際ゴルフ倶楽部】

№

1

2

3

4

5

株式会社 朝日新聞社

株式会社オブロン

第一創建株式会社

株式会社　BSC

ジャパン・イーエム・ソリューションズ株式会社

株式会社日本総合研究所

株式会社長谷工コーポレーション

ダイハツ工業株式会社

株式会社長谷工コーポレーション

スタート
時間

ダイハツ工業株式会社

株式会社長谷工コーポレーション

医療法人育和会　育和会記念病院 Ikuwakai Golf Club

DAN

11

フジッコ株式会社 ＫＯＢＡＣＨＩ

9:10
フジッコ株式会社 ＫＯＢＡＣＨＩ

11

丸紅紙パルプ販売株式会社 MPS 丸紅紙パルプ販売株式会社 MPS

【西近畿B 25位】

【西近畿B 5位】

【西近畿B 25位】

【西近畿B 5位】

12

日本トラストホールディングス株式会社 チーム三宮

9:20

日本トラストホールディングス株式会社 チーム三宮
12

フタバ興業株式会社 チーム　フタバ フタバ興業株式会社 チーム　フタバ

【西近畿B 4位】

【西近畿B 3位】

【西近畿B 4位】

【西近畿B 3位】

13

サンクリーン株式会社 K-16

9:30
サンクリーン株式会社 K-16

13

アース製薬株式会社 チームノーマット アース製薬株式会社 チームノーマット

【西近畿A 3位】

【西近畿B 17位】

【西近畿A 3位】

【西近畿B 17位】

14

トクセン工業株式会社 Team  TOKUSEN

9:40
トクセン工業株式会社 Team  TOKUSEN

14

アース製薬株式会社 チーム　スッキーリ アース製薬株式会社 チーム　スッキーリ

【西近畿B 4位】

【西近畿B 15位】

【西近畿B 4位】

【西近畿B 15位】

15

平川商事株式会社 ARROW　B

9:50
平川商事株式会社 ARROW　B

15

中林建設株式会社 Team Nakabayashi【E】 中林建設株式会社 Team Nakabayashi【E】

【西近畿C 4位】

【西近畿B 27位】

【西近畿C 4位】

【西近畿B 27位】

16

日本アイ・ビー・エム株式会社 DeepBlueA

10:00
日本アイ・ビー・エム株式会社 DeepBlueA

16

株式会社NTTマーケティングアクト 関西支店 チーム官兵衛 株式会社NTTマーケティングアクト 関西支店 チーム官兵衛

【西近畿C 5位】

【西近畿C 3位】

【西近畿C 5位】

【西近畿C 3位】

17

鴻池運輸株式会社 Team　konoike

10:10
鴻池運輸株式会社 Team　konoike

17

株式会社吉永建設 yoshinaga 株式会社吉永建設 yoshinaga

【西近畿C 2位】

【西近畿A 2位】

【西近畿C 2位】

【西近畿A 2位】

18

株式会社ジェイテクト チーム Koyo

10:20
株式会社ジェイテクト チーム Koyo

18

住友ゴム工業株式会社 DUNLOP 住友ゴム工業株式会社 DUNLOP

【西近畿B 2位】

【西近畿C 1位】

【西近畿B 2位】

【西近畿C 1位】

19

中林建設株式会社 Team Nakabayashi【A】

10:30
中林建設株式会社 Team Nakabayashi【A】

19

大阪医科大学 OMC-GOLF 大阪医科大学 OMC-GOLF

【西近畿A 1位】

【2018西近畿 1位】

【西近畿A 1位】

【2018西近畿 1位】

20

日亜化学工業株式会社 日亜Gチーム

10:40
日亜化学工業株式会社 日亜Gチーム

20

平川商事株式会社 ARROW A 平川商事株式会社 ARROW A

【西近畿B 1位】

【2018西近畿 2位】

【西近畿B 1位】

【2018西近畿 2位】

　O U T I　N

【西近畿B 16位】

【西近畿B 8位】

【西近畿B 19位】

【西近畿B 10位】

【西近畿B 11位】

【西近畿B 9位】

【西近畿B 26位】

【西近畿B 16位】

【西近畿B 8位】

【西近畿B 19位】

【西近畿B 10位】

【西近畿B 11位】

【西近畿B 9位】

【西近畿B 26位】

ワイレア２

ＴＥＡＭ　ＤＳ

チーム SE

JEMS　(ジェムス）

日本総研Ｗ

ハセコ－2

【西近畿B 21位】

【西近畿B 14位】

【西近畿B 13位】

【西近畿C 7位】

【西近畿B 20位】

【西近畿B 18位】

【西近畿B 22位】

【西近畿C 6位】

【西近畿B 12位】

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


