
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

木村　光良 キムラ　ミツヨシ 岡本　　崇 オカモト　タカシ

浅見　　悟 アサミ　サトル 坂田　　翼 サカタ　ツバサ

鶴見　雅之 ツルミ　マサユキ 佐藤　浩之 サトウ　ヒロユキ

小淵　洋生 コブチ　ヒロオ 細谷　和博 ホソヤ　カズヒロ

西川 伸一郎 ニシカワ　シンイチロウ 小林　　薫 コバヤシ　カオル

青山　節郎 アオヤマ　セツオ 松本　寛一 マツモト　カンイチ

丸山　喜史 マルヤマ　ヨシブミ 長沢　敬一 ナガサワ　ケイイチ

横山　正直 ヨコヤマ　マサナオ 小寺　達也 コテラ　タツヤ

佐藤　衆一 サトウ　シュウイチ 鈴木　智雄 スズキ　トモオ

平野　勝之 ヒラノ　カツユキ 佐竹　直樹 サタケ　ナオキ

白石　　博 シライシ　ヒロシ 小野　　徹 オノ　トオル

上田　和男 ウエダ　カズオ 青山　勝己 アオヤマ　カツミ

荒川　靖武 アラカワ　ヤスタケ 矢野　嘉伸 ヤノ　ヨシノブ

大澤　晴見 オオサワ　ハルミ 武藤　昭治 ムトウ　ショウジ

丹治　　孝 タンジ　タカシ 森岡　　誠 モリオカ　マコト

内田　貞至 ウチタ　サダシ 東川　茂樹 トガワ　シゲキ

草木迫 雅智 クサキサコ　マサトモ 池田　秀作 イケダ　シュウサク

池原　司益 イケハラ　モリヤス 佐藤　利宏 サトウ　トシヒロ

竹澤　吉広 タケザワ　ヨシヒロ 飯田　伸一 イイダ　シンイチ

安斉　大輔 アンザイ　ダイスケ 佐藤　皓太 サトウ　コウタ

田丸　寿幸 タマル　カズユキ 萩生田 幹夫 ハギウダ　ミキオ

菅原　英児 スガハラ　エイジ 山下　洋史 ヤマシタ　ヨウジ

青木　幸洋 アオキ　ユキヒロ 小西　徹 コニシ　トオル

佐藤　拓馬 サトウ　タクマ 熊谷　洸 クマガイ　ヒロム

佐藤　泰夫 サトウ　ヤスオ 横田　勝博 ヨコタ　カツヒロ

嶋﨑　　賢 シマザキ　サトシ 小久保 智代 コクボ　チヨ

高橋　　実 タカハシ　ミノル 輿石　祐輔 コシイシ　ユウスケ

増田　哲也 マスダ　テツヤ 出光 慎二郎 イデミツ　シンジロウ

清田　直文 キヨタ　ナオフミ 岡田　秀哉 オカダ　ヒデヤ

関根　大輔 セキネ　ダイスケ 尾﨑　隆弘 オザキ　タカヒロ

菅　　博信 スガ　ヒロノブ 内野　直明 ウチノ　ナオアキ

長谷川　保 ハセガワ　タモツ 広島　重美 ヒロシマ　シゲミ

桜井　隆史 サクライ　タカシ 近藤　　敦 コンドウ　アツシ

浜口　和也 ハマグチ　カズヤ 栗山　　亮 クリヤマ　リョウ

鈴木　利幸 スズキ　トシユキ 保田　恵見 ヤスダ　エミ

寛座　智大 カンザ　トモヒロ 河野　辰造 コウノ　タツゾウ

西村　泰彦 ニシムラ　ヤスヒコ 鈴木　彰文 スズキ　アキフミ

肥田　禎史 ヒダ　ヨシフミ 石井　政幸 イシイ　マサユキ

正西　康英 マサニシ　ヤスヒデ 岩崎　　治 イワサキ　オサム

大倉　主脩 オオクラ　 オサム 小田切　亮 オダギリ　リョウ

白木　悠貴 シラキ　ヒロタカ 水口　将彰 ミナクチ　マサアキ

山口　貴弘 ヤマグチ　タカヒロ 図司　幸三 ヅシ　コウゾウ

野口　久隆 ノグチ　ヒサタカ 塙　恭治 ハナワ　キョウジ

増渕　英憲 マスブチ　ヒデノリ 後藤　康彦 ゴトウ　ヤスヒコ

眞子　弘一 マナゴ　コウイチ

中島　修一 ナカジマ　シュウイチ

伊藤　義和 イトウ　ヨシカズ

吉松　　朋 ヨシマツ　トモ

チーム PHOENIX Ａ

10

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 CTC-A 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 CTC-A

10

三洋貿易株式会社 チーム PHOENIX Ａ

9:45

三洋貿易株式会社

チームOTS

9

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 CTC-Z 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 CTC-Z

9

株式会社大塚商会 チームOTS

9:38

株式会社大塚商会

ほけんの窓口 ゴルフ部 team A

8

澤藤電機株式会社 SAGC 澤藤電機株式会社 SAGC

8

ほけんの窓口グループ株式会社 ほけんの窓口 ゴルフ部 team A

9:31

ほけんの窓口グループ株式会社

ほけんの窓口 ゴルフ部 team B

7

出光興産株式会社 Team MTYS 出光興産株式会社 Team MTYS

7

ほけんの窓口グループ株式会社 ほけんの窓口 ゴルフ部 team B

9:24

ほけんの窓口グループ株式会社

出光興産株式会社 チームYT 出光興産株式会社 チームYT

6

キーサイト・テクノロジー株式会社 チームA

9:17

キーサイト・テクノロジー株式会社

PUMA Team B

岡谷孔球倶楽部A

PUMA Team A

ＡＢＣ－Ｃ

ふらっとふらわーず

ＡＢＣ－Ｂ

Team-Doluck

ＡＢＣ－Ａ

チームB

株式会社エービーシー商会

株式会社シュウヘイ・コーポレーション

株式会社エービーシー商会

株式会社大塚商会

チームA

6

3

4

5

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』

組合せ【6月15日（土）日本カントリークラブ】

№

1

2

3

4

5

プーマジャパン株式会社

岡谷鋼機株式会社

プーマジャパン株式会社

株式会社エービーシー商会

株式会社シュウヘイ・コーポレーション

株式会社エービーシー商会

株式会社大塚商会

株式会社エービーシー商会

キーサイト・テクノロジー株式会社

スタート
時間

株式会社エービーシー商会

キーサイト・テクノロジー株式会社

関東電化工業株式会社 Team KDK Ｂ組

PUMA Team B

ＡＢＣ－Ａ

チームB

12

関東電化工業株式会社 Team KDK Ｂ組

8:42

8:49

8:56

9:03

9:10

           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

日本無線株式会社 Team JRC

9:59 12

楽天株式会社 TEAM R

11

楽天株式会社

　O U T I　N

岡谷孔球倶楽部A

PUMA Team A

ＡＢＣ－Ｃ

ふらっとふらわーず

ＡＢＣ－Ｂ

Team-Doluck

№

TEAM R

9:52

株式会社7＆ｉホールディングス セブン＆アイHLDGS.　Ａチーム

11

株式会社7＆ｉホールディングス セブン＆アイHLDGS.　Ａチーム 日本無線株式会社 Team JRC

プーマジャパン株式会社

岡谷鋼機株式会社

プーマジャパン株式会社

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


