
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

吉川　佳代 ヨシカワ　カヨ 上垣内 貴志 ウエガイト　タカシ

河村　昌秀 カワムラ　マサヒデ ― ―

源川　　武 ミナガワ　タケシ 宮嶋　幸治 ミヤジマ　コウジ

平田　　明 ヒラタ　アキラ 山下　昌嗣 ヤマシタ　マサシ

水野　和幸 ミズノ　カズユキ 辻川　　仁 ツジカワ　ヒトシ

岸田　勇生 キシダ　ユウキ 辻川　　優 ツジカワ　マサル

尾関　英明 オゼキ　ヒデアキ 柏井　紳吾 カシワイ　シンゴ

中居　貴司 ナカイ　タカシ 丹羽　秀和 ニワ　ヒデカズ

小橋　創一 コハシ　ソウイチ 畠　賢一郎 ハタ　ケンイチロウ

森　由紀夫 モリ　ユキオ 村井　博昭 ムライ　ヒロアキ

高井　英行 タカイ ヒデユキ 綾部　俊樹 アヤベ　トシキ

加藤　亮治 カトウ　リョウジ 山口　綾子 ヤマグチ　アヤコ

田口　　巌 タグチ　イワオ 阿部　聡人 アベ　アキヒト

杣谷　健一 ソマヤ　ケンイチ 足立　尚也 アダチ　ナオヤ

佐藤　　滋 サトウ　シゲル 谷口　正則 タニグチ　マサノリ

中根　聡浩 ナカネ　アキヒロ 安田　健一 ヤスダ　ケンイチ

丸山　恭一 マルヤマ　キョウイチ 宮崎　邦彦 ミヤザキ　クニヒコ

相川　秀和 アイカワ　ヒデカズ 丸山　純志 マルヤマ　アツシ

伴　　将洋 バン　マサヒロ 宮畑　　誠 ミヤバタ　マコト

坂口　和晃 サカグチ　カズアキ 小坂　哲史 コサカ　サトシ

森　　賢一 モリ　ケンイチ 岩瀬　真利 イワセ　マサトシ

鹿丸　秀俊 カマル　ヒデトシ 二村　幸和 ニムラ　ユキカズ

杉本　大蔵 スギモト　ダイゾウ 加納　宏明 カノウ　ヒロアキ

山中　　努 ヤマナカ　ツトム 越智　雅樹 オチ　マサキ

渡部　真知 ワタナベ　マサノリ 神尾　正己 カミオ　マサミ

渡部 菜見子 ワタナベ　ナミコ 奥村　健之 オクムラ　タケユキ

金澤 美由紀 カナザワ　ミユキ 浜上　佳奈 ハマガミ　カナ

江﨑 多香子 エザキ　タカコ 神谷　直子 カミヤ　ナオコ

滝　亮太郎 タキ　リョウタロウ 近藤　洋行 コンドウ　ヒロユキ

市川　雅也 イチカワ　マサヤ 飯田　量敏 イイダ　カズトシ

河村　邦郎 カワムラ　クニオ 牧　　季則 マキ　トシノリ

山口　孝穂 ヤマグチ　タカホ 近藤　　稔 コンドウ　ミノル

浮田　晃平 ウキタ　コウヘイ 河本　武士 カワモト　タケシ

福田　芳彦 フクタ　ヨシヒコ 桑原　敏行 クワバラ　トシユキ

下村　　忠 シモムラ　タダシ 坂口　幸司 サカグチ　ヒロカズ

坂口　博一 サカグチ　ヒロカズ 吉田 陽一郎 ヨシダ　ヨウイチロウ

岡田　邦裕 オカダ　クニヒロ 南澤　聡史 ミナミサワ　サトシ

槻瀬　圭一 ツキセ　ケイイチ 水野　隆之 ミズノ　タカユキ

副島 浩一郎 ソエジマ　コウイチロウ 大橋　憲嗣 オオハシ　ケンジ

田公　幸治 タキミ　コウジ 岩田　高明 イワタ　コウメイ

草薙　豪彦 クサナギ　タケヒコ 山田　　淳 ヤマダ　アツシ

阿部　亮太 アベ　リョウタ 安藤　直樹 アンドウ　ナオキ

菊池　祐 キクチ　ユウ 飯島　一昭 イイジマ　カズアキ

三島　利和 ミシマ　トシカズ 宮本　豊 ミヤモト　ユタカ

髙橋　拓也 タカハシ　タクヤ 宇津　佳亮 ウツ　ケイスケ

吉岡　良一 ヨシオカ　リョウイチ 久保河内 寿 クボコウチ　ヒサシ

汲田　稔尚 クミタ　トシナオ 品川　正治 シナガワ　マサハル

蟹江　浩臣 カニエ　ヒロオミ 小川　靖司 オガワ　セイジ

池村　寿一 イケムラ　トシカズ 青野　明人 アオノ　アキヒト

岩本　育明 イワモト　ヤスアキ 溝口　真助 ミゾグチ　シンスケ

上野　惣一 ウエノ　ソウイチ 大谷　英之 オオタニ　ヒデユキ

山腰　員令 ヤマコシ　カズナリ 清水　大輔 シミズ　ダイスケ

小野　晶久 オノ　アキヒサ

梅村　光弘 ウメムラ　ミツヒロ

佐分利　忠和 サブリ　タダカズ

菊地　　清 キクチ　キヨシ

5

6

CFTランズバーグ株式会社

13

静岡ガス株式会社 この街を支える№１になろう

9:41

静岡ガス株式会社 この街を支える№１になろう

11

株式会社ニフコ ニフティＸ

9:27

株式会社ニフコ ニフティＸ

12

株式会社ニフコ ニフティＡ

9:34

株式会社ニフコ ニフティＡ

TAIYO

7

8

14

アーレックス株式会社 Ａチーム

8:31

CFT JAPAN

有限会社NKコンサルタント

京楽産業．グループ チームサプライズVer.Ⅵ 京楽産業．グループ

6

三菱自動車工業　岡崎ゴルフ部Ａチーム

ゴルフ同好会

7

女子会

株式会社 八神製作所 八神会

8:59

株式会社 八神製作所

サン電子株式会社 ゴルフ同好会

8:52

株式会社足立ライト工業所

名古屋

8:24

和光技研工業株式会社

株式会社サンスタッフ

13

アーレックス株式会社 Ａチーム トヨタ紡織株式会社 同好会チーム

株式会社サンスタッフ

三菱自動車工業株式会社 三菱自動車工業 岡崎ゴルフ部Ｂチーム

WPGA

ライジングサンスタッフ

11

アーレックス株式会社 Ｃチーム アーレックス株式会社 Ｃチーム

三菱自動車工業株式会社 三菱自動車工業 岡崎ゴルフ部Ｂチーム

八神会

8

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』

中部C
組合せ【7月27日（土）小原カントリークラブ】

№

1

2

3

4

スタート
時間

和光技研工業株式会社

　O U T I　N

ワキタ株式会社

オサメット

ユニティー営業2部

Project-G

AD中部

チームA.L

8:03

8:10

8:17

株式会社三菱UFJ銀行

ワキタ株式会社

加賀産業株式会社

キムラユニティー株式会社

ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング

№

1

2

3

4

5

名古屋

ワキタ株式会社

オサメット

ユニティー営業2部

Project-G

AD中部

チームA.L

WPGA

ライジングサンスタッフ

株式会社三菱UFJ銀行

ワキタ株式会社

加賀産業株式会社

キムラユニティー株式会社

ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

株式会社足立ライト工業所

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

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。

チームサプライズVer.Ⅵ

12

アーレックス株式会社 Ｂチーム アーレックス株式会社 Ｂチーム

TKM

ヤマガタヤ Bチーム

9

有限会社 太洋金属工業

あんしん生命A

10

有限会社NKコンサルタント TKM

サン電子株式会社

CFT JAPAN

8:45

CFTランズバーグ株式会社

三菱自動車工業株式会社 三菱自動車工業　岡崎ゴルフ部Ａチーム 三菱自動車工業株式会社

トヨタ自動車株式会社 女子会 トヨタ自動車株式会社

9

株式会社ヤマガタヤ ヤマガタヤ Bチーム

9:06

株式会社ヤマガタヤ

14

トヨタ紡織株式会社 同好会チーム

9:48

10

東京海上日動あんしん生命保険株式会社 あんしん生命A

9:13

東京海上日動あんしん生命保険株式会社

TAIYO 有限会社 太洋金属工業

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


