
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

永田　有広 ナガタ　アリヒロ  目崎　　潤 メザキ　ジュン

平田　拓也 ヒラタ　タクヤ 塚田　忠大 ツカダ　タダヒロ

髙垣　浩一 タカガキ　ヒロカズ 斉藤　淳二 サイトウ　ジュンジ

秋山　　裕 アキヤマ　ユタカ 堀田 実佐子 ホッタ　ミサコ

古屋　　淳 フルヤ　ジュン 遠山　敏正 トオヤマ　トシマサ

安藤　広基 アンドウ　ヒロモト 黒佐　　誠 クロサ　マコト

小石　孝之 コイシ　タカユキ 檜垣　峰男 ヒガキ　ミネオ

楳原　尚宏 ウメハラ　ナオヒロ 斎田　貴雄 サイタ　タカオ

瓦本　敏弘 カワラモト　トシヒロ 阿部　哲也 アベ　テツヤ

天艸　浩之 アマクサ　ヒロユキ 松永　大知 マツナガ　ダイチ

鴨志田 義信 カモシダ　ヨシノブ 宮内　　浩 ミヤウチ　ヒロシ

相原　一雄 アイハラ　カズオ 石田　剛啓 イシダ　タカヒロ

内山　景志 ウチヤマ　ケイジ 花坂　利英 ハナサカ　トシヒデ

大崎　洋平 オオサキ　ヨウヘイ 永田　　亮 ナガタ　リョウ

磯　　浩一 イソ　コウイチ 奥居　正道 オクイ　マサミチ

佐伯　貴志 サエキ　タカシ 松田　順一 マツダ　ジュンイチ

福田　淳二 フクダ　ジュンジ 甲斐　　陽 カイ　アキラ

加藤　孝一 カトウ　コウイチ 大槻　　康 オオツキ　コウ

高井　英行 タカイ　ヒデユキ 矢澤　雅之 ヤザワ　マサユキ

平岡　　博 ヒラオカ　ヒロシ 森脇　新也 モリワキ　シンヤ

渡邊　孝樹 ワタナベ　タカキ 佐藤 昇一朗 サトウ　ショウイチロウ

矢崎　宏幸 ヤザキ　ヒロユキ 室田　尚久 ムロタ　ナオヒサ

大村　　勁 オオムラ　ツヨシ 宗像　幸治 ムネカタ　コウジ

買手　徳唯 カイテ　ノリタダ 髙山　　聡 タカヤマ　サトシ

土田　　修 ツチダ　オサム 依田　　登 ヨダ　ノボル

京田　真也 キョウデン　シンヤ 榎本　雄一 エノモト　ユウイチ

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 大川　昌弘 オオカワ　マサヒロ

籠島　　巧 カゴシマ　タクミ 村上　和隆 ムラカミ　カズタカ

中島 健太郎 ナカジマ　ケンタロウ 吉田　牧人 ヨシダ　マキト

園田　　有 ソノダ　タモツ 佐々木 雅幸 ササキ　マサユキ

岡本　雅之 オカモト　マサユキ 樋口　稔洋 ヒグチ　トシヒロ

内野　隆浩 ウチノ　タカヒロ 白井　克典 シライ　カツノリ

山田　泰之 ヤマダ　ヤスユキ 杉本　光弘 スギモト　ミツヒロ

石川　隆子 イシカワ　タカコ 長谷　容子 ハセ　ヨウコ

森下　真樹 モリシタ　マサキ 内薗　　薫 ウチゾノ　カオル

三田　大明 ミタ　ヒロアキ 久保田 秀直 クボタ　ヒデナオ

朝倉　　守 アサクラ　マモル 倉本　　潤 クラモト　ジュン

青木　幸洋 アオキ　ユキヒロ 福田　裕子 フクダ　ユウコ

佐藤　拓馬 サトウ　タクマ

中山　寛彦 ナカヤマ　ノブヒコ 初谷　　真 ハツヤ　マコト

田中　　修 タナカ　オサム 藤川　和之 フジカワ　カズユキ

三浦 堅太郎 ミウラ　ケンタロウ 鈴木　剛弘 スズキ　タカヒロ

石井　滋喜 イシイ　シゲキ 篠﨑　憲一 シノザキ　ケンイチ

福島　健次 フクシマ　ケンジ 松原　勇三 マツバラ　ユウゾウ

高橋　　毅 タカハシ　ツヨシ 福岡　大城 フクオカ　ヒロキ

鈴木　勝也 スズキ　カツヤ 菅谷　　遼 スガヤ　リョウ

下田　修吉 シモダ　シュウキチ 内川　　啓 ウチカワ　ケイ

古川　雅也 フルカワ　マサヤ 林　　潤二 ハヤシ　ジュンジ

生駒　　聰 イコマ　サトシ 平塚　　聡 ヒラツカ　サトシ

山田　武史 ヤマダ　タケシ 河部　　博 カワベ　ヒロシ

髙田 健一郎 タカダ　ケンイチロウ 荻本　浩三 オギモト　コウゾウ

岡本　敏秀 オカモト　トシヒデ 門野　　誠 カドノ　マコト

内田　哲也 ウチダ　テツヤ 佐野　英彦 サノ　ヒデヒコ

髙松　邦成 タカマツ　クニナリ 中塚　功二 ナカツカ　コウジ

佐藤　聖児 サトウ　セイジ 遠藤　大介 エンドウ　ダイスケ

井手口 和朗 イデグチ　カズアキ 中尾 要一郎 ナカオ　ヨウイチロウ

羽方　伸夫 ハカタ　ノブオ 富川　芳和 トミカワ　ヨシカズ

河辺　恵理 カワナベ　エリ 佐藤　圭史 サトウ　ケイシ

石田 健太郎 イシダ　ケンタロウ 金子 真由美 カネコ　マユミ

長堀　大道 ナガホリ　マサミチ 梅澤　清一 ウメザワ　セイイチ

原田　　豊 ハラダ　ユタカ 福田　慎吾 フクダ　シンゴ

高木　洋二 タカギ　ヨウジ 影浦　泰治 カゲウラ　ヤスハル

土屋　和明 ツチヤ　カズアキ 網谷　孝仁 アミタニ　タカヒト

端　　直人 ハシ　ナオト 玄海　康晴 ゲンカイ　ヤスハル

岡田　　崇 オカダ　タカシ 森　祐太朗 モリ　ユウタロウ

平岩　光現 ヒライワ　ミツアキ 前田　鎮男 マエダ　シズオ

石原　哲也 イシハラ　テツヤ 山口 林太郎 ヤマグチ　リンタロウ

大城 遼太郎 オオシロ　リョウタロウ

松本　　晃 マツモト　アキラ

山川　博功 ヤマカワ　ヒロノリ

片山　徹之 カタヤマ　テツシ

岸間　　匠 キシマ　タクミ 小山内　裕 オサナイ　ヒロシ

安藤　研一 アンドウ　ケンイチ 水山　英一 ミズヤマ　エイイチ

土屋　敏明 ツチヤ　トシアキ 八木　公彦 ヤギ　キミヒコ

増田　　敦 マスダ　アツシ 森田　一平 モリタ　イッペイ

稲垣　勝俊 イナガキ　カツトシ 笹川　　厚 ササガワ　アツシ

白濱　忠博 シラハマ　タダヒロ 根岸　信介 ネギシ　シンスケ

平塚　孝行 ヒラツカ　タカユキ 山田　亮二 ヤマダ　リョウジ

永津　　愛 ナガツ　アイ 高橋　拓也 タカハシ　タクヤ

10:20

10:28

10:36

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

第19回RELO CLUB 全日本企業対抗ゴルフトーナメント
『リクルートCUP2020　夏季団体戦』

南関東地区決勝
組合せ【8月10日（月祝）東急セブンハンドレッドクラブ　東コース】

9:08

9:16

9:24

9:32

9:40

9:48

9:56

10:04

10:12

ＩＮ
スタート時間

8:04

8:12

8:20

8:28

8:36

8:44

8:52

9:00

チーム街

10

出光興産株式会社 チームYT 出光興産株式会社 チームYT

10

株式会社シティコミュニケーションズ チーム街

9:12

株式会社シティコミュニケーションズ【南関東B予選】 

【南関東A予選 第6位】 

【南関東B予選】 

【南関東A予選 第6位】 

チームA

9

日本アイ・ビー・エム株式会社 Deep Blue L 日本アイ・ビー・エム株式会社 Deep Blue L

9

JAセレサ川崎 チームA

9:04

JAセレサ川崎【南関東A予選 第7位】 

【南関東C予選 第19位】 

【南関東A予選 第7位】 

【南関東C予選 第19位】 

長谷工チームB

8

【南関東C予選 第７位】 

【南関東B予選】 東急建設株式会社 ＴＣゴルフ同好会A 東急建設株式会社 ＴＣゴルフ同好会A

8

株式会社長谷工コーポレーション 長谷工チームB

8:56

株式会社長谷工コーポレーション【南関東C予選 第７位】 

【南関東B予選】 

ＴＣゴルフ同好会Ｂ

7

日本アイ・ビー・エム株式会社 Deep Blue A 日本アイ・ビー・エム株式会社 Deep Blue A

7

東急建設株式会社 ＴＣゴルフ同好会Ｂ

8:48

東急建設株式会社【南関東B予選】 

【南関東C予選 第6位】 

【南関東B予選】 

【南関東C予選 第6位】 

MUNゴルフ部Aチーム

6

株式会社NITTAI グランツ 株式会社NITTAI グランツ

6

三菱UFJニコス株式会社 MUNゴルフ部Aチーム

8:40

三菱UFJニコス株式会社【南関東C予選 第4位】 

【南関東C予選 第5位】 

【南関東C予選 第4位】 

【南関東C予選 第5位】 

№

1

2

3

4

5

SMBC0

XPERIA 1

チームB

BPC チームA

BPC チームB

チームA

DS＆DSCP

チームC

日機装ゴルフ部Aチーム

ゴルフ部 【南関東C予選 第3位】 

【南関東B予選】 

【南関東B予選】 

【南関東A予選 第2位】 

【南関東C予選 第2位】 

【南関東A予選 第14位】 

№

1

2

3

4

5

株式会社 三井住友銀行

ソニー株式会社

富士ゼロックス株式会社

BPカストロール株式会社

BPカストロール株式会社

富士ゼロックス株式会社

第一三共株式会社

富士ゼロックス株式会社

日機装株式会社

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

XPERIA 1

チームB

BPC チームA

BPC チームB

チームA

ＯＵＴ
スタート時間

富士ゼロックス株式会社

日機装株式会社

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

SMBC0

BPカストロール株式会社

富士ゼロックス株式会社

第一三共株式会社

8:32

【南関東A予選 第14位】 

【南関東A予選 第3位】 

【南関東C予選 第3位】 

株式会社 三井住友銀行

ソニー株式会社

富士ゼロックス株式会社

BPカストロール株式会社

ゴルフ部

日機装ゴルフ部Aチーム

チームC

11

JAセレサ川崎 チームB

9:20

JAセレサ川崎 チームB

ＯＵＴ ＩＮ

【2019南関東 第1位】

【南関東C予選 第1位】 

【南関東A予選 第1位】 

【南関東B予選】 

【南関東B予選】 

【南関東A予選 第2位】 

【南関東C予選 第2位】 

【2019南関東 第1位】

【南関東C予選 第1位】 

【南関東A予選 第1位】 

DS＆DSCP

8:00

8:08

8:16

8:24

【南関東A予選 第3位】 

11

株式会社京葉銀行 京葉銀行A 株式会社京葉銀行 京葉銀行A

【南関東A予選 第10位】 

【南関東C予選 第15位】 

【南関東A予選 第10位】 

【南関東C予選 第15位】 

12

SCSK株式会社 チームGB

9:28

SCSK株式会社 チームGB

12

出光興産株式会社 チームS 出光興産株式会社 チームS

【南関東A予選 第9位】 

【南関東C予選 第8位】 

【南関東A予選 第9位】 

【南関東C予選 第8位】 

13

株式会社トータル保険サービス TOTAL　NO.1

9:36

株式会社トータル保険サービス TOTAL　NO.1

13

株式会社島津製作所 島津ゴルフ部関東チーム 株式会社島津製作所 島津ゴルフ部関東チーム

【南関東C予選 第9位】 

【南関東A予選 第8位】 

【南関東C予選 第9位】 

【南関東A予選 第8位】 

14

ソニービジネスソリューション株式会社 Team SBSC B

9:44

ソニービジネスソリューション株式会社 Team SBSC B

14

大成建設株式会社 大成建設ゴルフ部 大成建設株式会社 大成建設ゴルフ部

【南関東B予選】 

【南関東C予選 第11位】 

【南関東B予選】 

【南関東C予選 第11位】 

15

株式会社 NTTドコモ ドコモゴルフクラブCチーム

9:52

株式会社 NTTドコモ ドコモゴルフクラブCチーム

15

SCSK株式会社 GB２ SCSK株式会社 GB２

【南関東C予選 第13位】 

【南関東A予選 第12位】 

【南関東C予選 第13位】 

【南関東A予選 第12位】 

16

株式会社野村総合研究所 NAG-N

10:00

株式会社野村総合研究所 NAG-N

16

大成有楽不動産株式会社 チームオーベルＡ 大成有楽不動産株式会社 チームオーベルＡ

【南関東C予選 第10位】 

【南関東A予選 第13位】 

【南関東C予選 第10位】 

【南関東A予選 第13位】 

17

戸田建設株式会社 チームＴＯＤＡ－Ｂ

10:08

戸田建設株式会社 チームＴＯＤＡ－Ｂ

17

株式会社ジュピターテレコム チームZAQ 株式会社ジュピターテレコム チームZAQ

【南関東C予選 第17位】 

【南関東B予選】 

【南関東C予選 第17位】 

【南関東B予選】 

18

株式会社野村総合研究所 NAG-V

10:16 18

株式会社　ビィ・フォアード 前へA

【南関東C予選 第12位】 

【南関東C予選 第20位】 

NAG-V

10:24

株式会社　ビィ・フォアード 前へA

19

ホーチキ株式会社 ホーチキAチーム ホーチキ株式会社 ホーチキAチーム

【南関東C予選 第12位】 

【南関東C予選 第16位】 

【南関東C予選 第20位】 

【南関東C予選 第16位】 

20

富士通株式会社 ＤＸフロンティアーズ 富士通株式会社 ＤＸフロンティアーズ

【南関東C予選 第18位】 

【南関東C予選 第14位】 

【南関東C予選 第18位】 

【南関東C予選 第14位】 

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。

　前の組との間隔が20分以上の場合は対象となる組の全員に1ペナルティとなります。
　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。

20

株式会社丸山製作所 チーム丸山

10:32

株式会社丸山製作所 チーム丸山

19

株式会社野村総合研究所

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


