
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

稲田　一彦 イナダ　カズヒコ 竹腰　将行 タケコシ　マサユキ

丸山　龍一 マルヤマ　リュウイチ  喜田 敬太郎 キダ　ケイタロウ

河崎 賢一郎 カワサキ　ケンイチロウ 青柳　　剛 アオヤギ　ゴウ

下山　一平 シモヤマ　イッペイ 井上 裕太郎 イノウエ　ユウタロウ

野澤　邦央 ノザワ　クニオ 長瀬　公秀 ナガセ　キミヒデ

景山　憲二 カゲヤマ　ケンジ 草間　三先 クサマ ミサキ

秋山　貴義 アキヤマ　タカヨシ 浅野　元晴 アサノ　モトハル

瀧澤　拓也 タキザワ　タクヤ 井口　将志 イグチ　マサシ

青木　芳清 アオキ　ヨシキヨ 渥美　　勝 アツミ　マサル

末田　浩一 スエダ　コウイチ 小林　　潔 コバヤシ　キヨシ

塚田　淳一 ツカダ　ジュンイチ 堀部　耕造 ホリベ　コウゾウ

中島　　学 ナカジマ　マナブ 長嶋　義春 ナガシマ　ヨシハル

長友　洋一 ナガトモ　ヨウイチ 長谷川 謙二 ハセガワ　ケンジ

平敷　三好 ヘシキ　ミヨシ 杉本　　純 スギモト　ジュン

柏原　政人 カシワバラ　マサト 太田　吉隆 オオタ　ヨシタカ

小野　誠司 オノ　セイジ 長尾　善信 ナガオ　ヨシノブ

高橋　一彰 タカハシ　カズアキ 荒生　真吾 アラオ　シンゴ

土田　　稔 ツチダ　ミノル 近藤　正啓 コンドウ　マサヒロ

八束　大介 ヤツカ　ダイスケ 勝部　裕司 カツベ　ユウジ

橋本　真明 ハシモト　マサアキ 關山　雄一 セキヤマ ユウイチ

永田　慎一 ナガタ　シンイチ 田村　寿朗 タムラ　トシオ

宮崎　和也 ミヤザキ　カズヤ 桑畠　与竜 クワハタ　ヨシタツ

進藤　武之 シンドウ　タケユキ 野田　朋敬 ノダ 　トモノリ

高野　慎一 タカノ　シンイチ 薄葉　智彦 ウスバ　トモヒコ

村橋 安喜雄 ムラハシ　アキオ 竹内　理英 タケウチ　マサヒデ

小森　　正 コモリ　タダシ 中村　卓也 ナカムラ　タクヤ

田中　淳逸 タナカ　ジュンイツ 岩本　　論 イワモト　サトル

中薗　孝幸 ナカゾノ　タカユキ 門田　新平 カドタ　シンペイ

吉田　孝志 ヨシダ　タカシ 木村　佳弘 キムラ　ヨシヒロ

川野 英三郎 カワノ　エイザブロウ 深澤　　譲 フカザワ　ユズル

加藤　久利 カトウ　ヒサトシ 前田　　静 マエダ　シズカ

川添　有一 カワゾエ　ユウイチ 越智 啓二郎 オチ　ケイジロウ

南澤　昭徳 ミナミサワ　アキノリ 溝田　一夫 ミゾタ　カズオ

早川　正昭 ハヤカワ　マサアキ 石橋 政一郎 イシバシ　セイイチロウ

野村　　均 ノムラ　ヒトシ 矢内　良樹 ヤナイ　ヨシキ

福澤　勇二 フクザワ　ユウジ 荻原　　潤 オギハラ　ジュン

小沼　隆史 オヌマ　タカシ 城坂　　勝 ジョウサカ　マサル

亀元　秀幸 カメモト　ヒデユキ 仲村　徹也 ナカムラ　テツヤ

北條　丈巳 ホウジョウ　タケミ 道田　隆典 ミチダ　タカノリ

岩﨑　　洋 イワサキ　ヒロシ 青木　正人 アオキ　マサト

藤村　宏一 フジムラ　コウイチ 島　　里沙 シマ　リサ

藤村　玉美 フジムラ　タマミ 小林　堅治 コバヤシ　ケンジ

川又　重雄 カワマタ　シゲオ 山口　剛史 ヤマグチ　タケシ

川又　雅子 カワマタ　マサコ 若杉　義幸 ワカスギ　ヨシユキ

小林　久視 コバヤシ　ヒサシ 高巣　浩司 タカス　コウジ

大岡 祐一朗 オオオカ　ユウイチロウ 竹田　直人 タケダ　ナオト

大島　洋夫 オオシマ　ヒロオ 桑原　　健 クワバラ　ツヨシ

鈴木　眞一 スズキ　シンイチ 酒井　　豊 サカイ　ユタカ

多々納 利之 タタノ　トシユキ 清水　孝洋 シミズ　タカヒロ

岩井　健司 イワイ　ケンジ 片山　慎二 カタヤマ　シンジ

三好　崇司 ミヨシ　タカシ 西原　大策 ニシハラ　ダイサク

 宮崎　康明 ミヤザキ　ヤスアキ 鈴木　章弘 スズキ　アキヒロ

高木　洋二 タカギ　ヨウジ 影浦　泰治 カゲウラ　ヤスハル

長谷川　洋 ハセガワ　ヒロシ 網谷　孝仁 アミタニ　タカヒト

加藤　　努 カトウ　ツトム 今泉　祐二 イマイズミ　ユウジ

佐藤　史昭 サトウ　フミアキ 米澤　仁次 ヨネザワ　ヒトツグ

宮崎　信行 ミヤザキ　ノブユキ 森山　　篤 モリヤマ　アツシ

長田　一孝 オサダ　カズタカ 山本　伸一 ヤマモト　シンイチ

中澤　淳司 ナカザワ　ジュンジ 渡邉　圭太 ワタナベ　ケイタ

松丸　忠義 マツマル　タダヨシ 高島 祐一郎 タカシマ　ユウイチロウ

小林　宣男 コバヤシ　ノリオ 米山　涼一 ヨネヤマ　リョウイチ

瀧本　修一 タキモト　シュウイチ 西岡 健一郎 ニシオカ　ケンイチロウ

長谷　容子 ハセ　ヨウコ 大川　昌弘 オオカワ　マサヒロ

内薗　　薫 ウチゾノ　カオル 黒田　恭司 クロダ　キョウジ

水野　直史 ミズノ　ナオフミ 高田　　安 タカタ　ヤスシ

京山　幸三 キョウヤマ　コウゾウ 大喜　憲一 オオキ　ケンイチ

山川　正洋 ヤマカワ　マサヒロ 畠山　　宏 ハタケヤマ　ヒロシ

桜井　利行 サクライ　トシユキ 野坂　佳伸 ノザカ　ヨシノブ

高橋　克尚 タカハシ　カツヒサ 浦田　　学 ウラタ　マナブ

中村　謙介 ナカムラ　ケンスケ 金田　祥典 カネダ　ヨシノリ

首藤　　雅 シュトウ　マサシ 仲　　義治 ナカ　ヨシハル

鈴木　呂昌 スズキ　トモマサ 吉田　有三 ヨシダ　ユウゾウ

野口　友和 ノグチ　トモカズ 田原　浩章 タハラ　ヒロアキ

清水　篤史 シミズ　アツシ 寺本 宗一郎 テラモト　ソウイチロウ

大川　　権 オオカワ　ケン 月岡　天平 ツキオカ　テンペイ

髙田　直樹 タカダ　ナオキ 田中　健一 タナカ　ケンイチ

竹内　義彦 タケウチ　ヨシヒコ 佐本　卓弥 サモト　タクヤ

芳川　政治 ヨシカワ　マサハル　 田中　淳一 タナカ　ジュンイチ

林　　憲志 ハヤシ　ケンジ 林　　篤男 ハヤシ　アツオ

林　　竜広 ハヤシ　タツヒロ 吉田　　正 ヨシダ　タダシ

岸田　佑典 キシダ　ユウスケ 工藤　昌徳 クドウ　マサノリ

山内　文明 ヤマノウチ　フミアキ 若木　孝優 ワカキ　タカマサ

福田　淳二 フクダ　ジュンジ 甲斐　　陽 カイ　アキラ

柏木　新一 カシワギ　シンイチ 松永　　渉 マツナガ　ワタル

髙松　邦成 タカマツ　クニナリ 佐藤　聖児 サトウ　セイジ

遠藤　大介 エンドウ　ダイスケ 野田　泰生 ノダ　ヤスオ

村松　竜一 ムラマツ　リョウイチ 安部　信良 アベ　ノブヨシ

永田　有広 ナガタ　アリヒロ 橋本　真治 ハシモト　シンジ

22

大成建設株式会社 大成建設ゴルフ部

10:39
大成建設株式会社 大成建設ゴルフ部

22

株式会社 三井住友銀行 ゴルフ部S 株式会社 三井住友銀行 ゴルフ部S

21

三菱商事株式会社 MC GOLF TEAM-A

10:30
三菱商事株式会社 MC GOLF TEAM-A

21

日機装株式会社 日機装ゴルフ部 日機装株式会社 日機装ゴルフ部

20

株式会社　大気社 ダブルボギークラブ

10:21
株式会社　大気社 ダブルボギークラブ

20

アイリン株式会社 チーム AIRIN アイリン株式会社 チーム AIRIN

19

株式会社エアーポートカーゴサービス ACS関東

10:12
株式会社エアーポートカーゴサービス ACS関東

19

株式会社サッポロ実業 サッポログループ 株式会社サッポロ実業 サッポログループ

18

株式会社レイ チーム　レイ

10:03
株式会社レイ チーム　レイ

18

出光興産株式会社 Brighter Energy YS 出光興産株式会社 Brighter Energy YS

17

カルソニックカンセイ株式会社 ファイヤーファイターズ

9:54
カルソニックカンセイ株式会社 ファイヤーファイターズ

17

WARNER BROS. JAPAN LLC BugsBros WARNER BROS. JAPAN LLC BugsBros

16

飯田通商株式会社 ID20-A

9:45
飯田通商株式会社 ID20-A

16

日本アイ・ビー・エム株式会社 Deep BlueB 日本アイ・ビー・エム株式会社 Deep BlueB

15

飯田通商株式会社 ID20-B

9:36
飯田通商株式会社 ID20-B

15

音羽グループ チームＺ 音羽グループ チームＺ

14

大成有楽不動産株式会社 チーム オーベルA

9:27
大成有楽不動産株式会社 チーム オーベルA

14

音羽グループ チームY 音羽グループ チームY

13

大成有楽不動産株式会社 チームオーベルＢ

9:18
大成有楽不動産株式会社 チームオーベルＢ

13

株式会社セブンイレブンジャパン チームセブン 株式会社セブンイレブンジャパン チームセブン

12

大成有楽不動産株式会社 チームオーベルＣ

9:09
大成有楽不動産株式会社 チームオーベルＣ

12

株式会社JIEC JIEC ゴルフ同好会Jチーム 株式会社JIEC JIEC ゴルフ同好会Jチーム

11

日本ハムファクトリー株式会社 チームシャウエッセン

9:00
日本ハムファクトリー株式会社 チームシャウエッセン

11

株式会社カワマタ・テクノス チーム カワマタテクノス 株式会社カワマタ・テクノス チーム カワマタテクノス

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』

北関東C
組合せ【8月3日（土）取手国際ゴルフ倶楽部　東コース】

№

1

2

3

4

5

三井物産株式会社

加賀電子株式会社

関東化学株式会社

旭興産株式会社

富国生命保険相互会社

綜合警備保障株式会社

株式会社 ホンダアクセス

綜合警備保障株式会社

株式会社 ホンダアクセス

スタート
時間

綜合警備保障株式会社

株式会社 ホンダアクセス

ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社 BMSKKゴルフ部

三井物産ゴルフ部A

　O U T I　N

ＡＬＳＯＫチームＢ

ホンダアクセスBチーム

7:30

7:39

7:48

7:57

8:06
ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社 BMSKKゴルフ部

TAXAN

チームべんちゃん

ＡＫＧゴルフ部

THE MUTUAL

ＡＬＳＯＫチームＡ

ホンダアクセスAチーム

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

三井物産ゴルフ部A

TAXAN

チームべんちゃん

ＡＫＧゴルフ部

THE MUTUAL

ＡＬＳＯＫチームＡ

ホンダアクセスAチーム

ＡＬＳＯＫチームＢ

ホンダアクセスBチーム

三井物産株式会社

加賀電子株式会社

関東化学株式会社

旭興産株式会社

富国生命保険相互会社

綜合警備保障株式会社

株式会社 ホンダアクセス

ホンダアクセスCチーム
6

Meiji Seika ファルマ株式会社 MSP Meiji Seika ファルマ株式会社 MSP

6

株式会社 ホンダアクセス ホンダアクセスCチーム

8:15
株式会社 ホンダアクセス

ＦＪＭ　Bチーム
7

東京建物株式会社 東京建物チームＣ 東京建物株式会社 東京建物チームＣ

7

株式会社富士通マーケティング ＦＪＭ　Bチーム

8:24
株式会社富士通マーケティング

ＦＪＭ　Ａチーム
8

東京建物株式会社 東京建物チームＢ 東京建物株式会社 東京建物チームＢ

8

株式会社富士通マーケティング ＦＪＭ　Ａチーム

8:33
株式会社富士通マーケティング

HISYS Bチーム
9

東京建物株式会社 東京建物チームＡ 東京建物株式会社 東京建物チームＡ

9

株式会社日立システムズ HISYS Bチーム

8:42
株式会社日立システムズ

HISYS Aチーム
10

鈴与シンワート株式会社 鈴与シンワートAチーム 鈴与シンワート株式会社 鈴与シンワートAチーム

10

株式会社日立システムズ HISYS Aチーム

8:51
株式会社日立システムズ

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


