
選手① 選手② 選手③ 選手④

中居　貴司 丹羽　秀和 柏井　紳吾 尾関　英明 37 ・ 38 ・ 39 ・ 46

佐分利　忠和 汲田　稔尚 山腰　員令 上野　惣一 37 ・ 39 ・ 41 ・ 43

浜上　佳奈 江﨑 多香子 金澤 美由紀 神谷　直子 39 ・ 41 ・ 41 ・ 43

田口　　巌 阿部　聡人 杣谷　健一 足立　尚也 38 ・ 40 ・ 43 ・ 51

青野　明人 岩本　育明 溝口　真助 池村　寿一 37 ・ 42 ・ 46 ・ 49

梅村　光弘 小野　晶久 大谷　英之 清水　大輔 42 ・ 43 ・ 43 ・ 46

吉田 陽一郎 下村　　忠 坂口　博一 坂口　幸司 41 ・ 43 ・ 46 ・ 46

久保河内 寿 宇津　佳亮 髙橋　拓也 吉岡　良一 41 ・ 42 ・ 46 ・ 50

品川　正治 三島　利和 蟹江　浩臣 小川　靖司 42 ・ 44 ・ 44 ・ 49

辻川　　優 岸田　勇生 辻川　　仁 水野　和幸 37 ・ 38 ・ 46 ・ 60

丸山　純志 丸山　恭一 宮崎　邦彦 相川　秀和 39 ・ 45 ・ 49 ・ 50

山口　孝穂 牧　　季則 河村　邦郎 近藤　　稔 42 ・ 45 ・ 46 ・ 51

二村　幸和 岩瀬　真利 森　　賢一 鹿丸　秀俊 42 ・ 45 ・ 49 ・ 50

高井　英行 綾部　俊樹 山口　綾子 加藤　亮治 42 ・ 48 ・ 48 ・ 48

畠　賢一郎 小橋　創一 森　由紀夫 村井　博昭 41 ・ 46 ・ 49 ・ 51

岡田　邦裕 南澤　聡史 槻瀬　圭一 水野　隆之 45 ・ 45 ・ 49 ・ 50

平田　　明 宮嶋　幸治 源川　　武 山下　昌嗣 39 ・ 42 ・ 48 ・ 62

佐藤　　滋 安田　健一 中根　聡浩 谷口　正則 41 ・ 43 ・ 53 ・ 55

飯田　量敏 滝　亮太郎 市川　雅也 近藤　洋行 43 ・ 45 ・ 51 ・ 53

宮畑　　誠 伴　　将洋 坂口　和晃 小坂　哲史 47 ・ 48 ・ 49 ・ 50

渡部　真知 奥村　健之 神尾　正己 渡部 菜見子 45 ・ 48 ・ 49 ・ 54

山田　　淳 阿部　亮太 安藤　直樹 草薙　豪彦 46 ・ 48 ・ 49 ・ 54

河本　武士 福田　芳彦 浮田　晃平 桑原　敏行 46 ・ 49 ・ 53 ・ 54

加納　宏明 杉本　大蔵 越智　雅樹 山中　　努 48 ・ 50 ・ 52 ・ 57

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　9H短縮競技　結果
【7月27日（土）小原カントリークラブ】

24チーム　96名参加 　　　　　　　　　    グリーン：9フィート 天気：雨時々曇り　　気温：27度　　　　Par：72

※3名でのエントリーのチームは、優先順位が4名の後となる。

以上、中部地区決勝出場権獲得

24位 207
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

22位 197
株式会社ニフコ ニフティＸ

23位 202
株式会社ヤマガタヤ ヤマガタヤ Bチーム

20位 194
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

19位

21位 196
サン電子株式会社 ゴルフ同好会

18位 192
和光技研工業株式会社 WPGA

192
株式会社 八神製作所 八神会

16位 189
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

17位 191
ワキタ株式会社 ワキタ株式会社

14位 186
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 AD中部

15位 187
ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング Project-G

12位 184
京楽産業．グループ チームサプライズVer.Ⅵ

13位 186
CFTランズバーグ株式会社 CFT JAPAN

10位 181
加賀産業株式会社 オサメット

11位 183
株式会社サンスタッフ ライジングサンスタッフ

8位 179
株式会社ニフコ ニフティＡ

9位 179
アーレックス株式会社 Ｂチーム

6位 174
トヨタ紡織株式会社 同好会チーム

7位 176
有限会社 太洋金属工業 TAIYO

4位 172
株式会社足立ライト工業所 チームA.L

5位 174
静岡ガス株式会社 この街を支える№１になろう

ユニティー営業2部

2位 160
アーレックス株式会社 Ａチーム

3位 164
トヨタ自動車株式会社 女子会

※荒天の為ハーフ9ホール短縮競技とし、チーム4名の合計スコアにて順位を決定。（3名のチームは大会規定により最終順位とする。）

※同スコアの場合、チーム内1位⇒2位⇒3位⇒4位のスコアにて順位を決定。

順位 チームスコア
企業 チーム名

各選手スコア

1位 160
キムラユニティー株式会社


