
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

合澤　貴博 アイザワ　タカヒロ 園田　泰之 ソノダ　タイジ

山本 真一郎 ヤマモト　シンイチロウ 加藤　幸男 カトウ　ユキオ

谷地　秀信 ヤチ　ヒデノブ 浅野　元春 アサノ　モトハル

大川　昌弘 オオカワ　マサヒロ 秋山　貴義 アキヤマ　タカヨシ

山谷 亜津志 ヤマヤ　アツシ 林　　潤二 ハヤシ　ジュンジ

井坂　彰男 イサカ　アキオ 平塚　　聡 ヒラツカ　サトシ

清田　直文 キヨタ　ナオフミ 酒井　順二 サカイ　ジュンジ

河野　賢治 コウノ　ケンジ 野島　拓翔 ノジマ　タクト

中　　博史 ナカ　ヒロシ 久古谷 卓治 クゴタニ　タクジ

久保　並城 クボ　ナミキ 船橋　　智 フナバシ　サトル

垰田　幸治 タオダ　コウジ 冨士川 賢治 フジカワ　ケンジ

露口　賢一 ツユグチ　ケンイチ 菊田　聖慈 キクタ　セイジ

安嶋　大祐 ヤスジマ　ダイスケ 片山　智有 カタヤマ　トシクニ

馬詰　陽子 ウマヅメ　ヨウコ 橋本　新吾 ハシモト　シンゴ

馬場　尚記 ババ　ナオキ 山田　武史 ヤマダ　タケシ

柴田　英樹 シバタ　ヒデキ 髙田 健一郎 タカダ　ケンイチロウ

古橋　哲也 フルハシ　テツヤ 柴田　啓太 シバタ　ケイタ

三島 英由紀 ミシマ　ヒデユキ 福田　大輝 フクダ　ダイキ

橋場　昭一 ハシバ　ショウイチ 鈴木　剛弘 スズキ　タカヒロ

藤野　昌吾 フジノ　ショウゴ 篠﨑　憲一 シノザキ　ケンイチ

矢野　政志 ヤノ　マサシ 忍田　　治 オシダ　オサム

大崎　雅之 オオサキ　マサユキ 小寺　博英 オデラ　ヒロヒデ

山下　和志 ヤマシタ　カズシ 北村　浩二 キタムラ　コウジ

塩田　　聡 シオタ　サトシ 中本　雅祥 ナカモト　マサアキ

熊谷　久志 クマガイ　ヒサシ 栗山　清規 クリヤマ　キヨノリ

上畑　忠之 ウエハタ　タダユキ 杉本　和朋 スギモト　カズトモ

横谷　　仁 ヨコタニ　ヒトシ 鴨志田 義信 カモシダ　ヨシノブ

山野　孝典 ヤマノ　タカノリ 相原　一雄 アイハラ　カズオ

佐々木 晴生 ササキ　ハルオ 佐藤 昇一朗 サトウ　ショウイチロウ

吉田　雄二 ヨシダ　ユウジ 室田　尚久 ムロタ　ナオヒサ

及川　良三 オイカワ　リョウゾウ 小松　栄一 コマツ　エイイチ

榎本　　剛 エノモト　ゴウ 瀬滝　　雅 セタキ　マサシ

角田　　浩 カクタ　ヒロシ 川上　寛二 カワカミ　カンジ

出井　宏明 イデイ　ヒロアキ 山崎　広宣 ヤマザキ　ヒロノブ

榎本　雄一 エノモト　ユウイチ 友長　　悟 トモナガ　サトル

依田　　登 ヨダ　ノボル 光本　信也 ミツモト　ノブヤ

木村　浩司 キムラ　コウジ 水田　佳宏 ミズタ　ヨシヒロ

竹本　　純 タケモト　ジュン 南畑　太亮 ミナミハタ　タイスケ

大貫　雅利 オオヌキ　マサノリ 梅澤　清一 ウメザワ　セイイチ

新井　大輝 アライ　ダイキ 福田　慎吾 フクダ　シンゴ

木全　　優 キマタ　ユウ 菊　　義之 キク　ヨシユキ

岸田　佑典 キシダ　ユウスケ 原　　隆人 ハラ　タカト

伊達　真一 ダテ　シンイチ 瀬戸　英之 セト　ヒデユキ

伊藤　知彦 イトウ　トモヒコ 川村　憲彦 カワムラ　ノリヒコ

小杉　康之 コスギ　ヤスユキ 高木　　勲 タカギ　イサオ

小杉　康太 コスギ　コウタ 高木　大器 タカギ　タイキ

松下 幸之助 マツシタ　コウノスケ 川添　有一 カワゾエ　ユウイチ

桐井　篤史 キリイ　アツシ 荻原　　潤 オギハラ　ジュン

久保田 秀尚 クボタ　ヒデナオ 戸塚　真吾 トツカ　シンゴ

倉本　　潤 クラモト　ジュン 地石　雅彦 ジコク　マサヒコ

古澤　　元 フルサワ　モトイ 津下　和久 ツゲ　カズヒサ

田代　泰久 タシロ　ヤスヒサ 杉本　　裕 スギモト　ユタカ

矢下　健二 ヤシタ　ケンジ 中西　啓太 ナカニシ　ケイタ

佐野　　正 サノ　タダシ 田公　幸治 タキミ　コウジ

内山　景志 ウチヤマ　ケイジ 阿部　政浩 アベ　マサヒロ

永田　　亮 ナガタ　リョウ 牛坂　義行 ウシザカ　ヨシユキ

松並　　良 マツナミ　リョウ 今野 雄一郎 コンノ　ユウイチロウ

山崎　大輔 ヤマザキ　ダイスケ 稲本　　哲 イナモト　サトシ

岸　　茂人 キシ　シゲト 平岩　光現 ヒライワ　ミツアキ

宇井　直義 ウイ　ナオヨシ 石原　哲也 イシハラ　テツヤ

下田　修吉 シモダ　シュウキチ 土肥　幸児 ドヒ　コウジ

菅谷　　遼 スガヤ　リョウ 杉本　征剛 スギモト　セイゴ

小沼　隆史 オヌマ　タカシ 髙垣　浩一 タカガキ　ヒロカズ

菱倉　健一 ヒシクラ　ケンイチ 秋山　　裕 アキヤマ　ユタカ

 目崎　　潤 メザキ　ジュン 浦田　真吾 ウラタ　シンゴ

永田　有広 ナガタ　アリヒロ 福田　充宏 フクダ　ミツヒロ

塚野　元基 ツカノ　モトキ 安藤　英基 アンドウ　ヒデキ

山室 龍志郎 ヤマムロ　リュウシロウ 金子　純也 カネコ　ジュンヤ

岡崎　伸一 オカザキ　シンイチ 林　　憲志 ハヤシ　ケンジ

萩野　将信 ハギノ　マサノブ 林　　篤男 ハヤシ　アツオ

佐分利 忠和 サブリ　タダカズ 住廣　健二 スミヒロ　ケンジ

汲田　稔尚 クミタ　トシナオ 鈴木　　昇 スズキ　ノボル

桂川　博行 カツラガワ　ヒロユキ 北山 健太郎 キタヤマ　ケンタロウ

大原　一郎 オオハラ　イチロウ 高橋　　毅 タカハシ　ツヨシ

買手　徳唯 カイテ　ノリタダ 清水　勝磨 シミズ　カツマ

髙山　　聡 タカヤマ　サトシ 納　　正宜 オサメ　マサノリ

桐谷　龍平 キリタニ　リュウヘイ 梅村　光弘 ウメムラ　ミツヒロ

竹ノ内 賢一郎 タケノウチ　ケンイチロウ 大谷　英之 オオタニ　ヒデユキ

並河　　悟 ナミカワ　サトル 髙松　邦成 タカマツ　クニナリ

近藤　裕孝 コンドウ　ユタカ 佐藤　聖児 サトウ　セイジ

加屋野 一建 カヤノ　カズタケ 染谷　　啓 ソメヤ　ケイ

奥田　英也 オクダ　ヒデヤ 今西　英隆 イマニシ　ヒデタカ

矢部　雄一 ヤベ　ユウイチ 一瀬　貴志 イチノセ　タカシ

篠塚　翔太 シノヅカ　ショウタ 下河邊　寛 シモカワベ　ユタカ

【南関東地区決勝 第13位】 

【東近畿地区決勝 第8位】

【南関東地区決勝 第12位】 

【北関東地区決勝 第13位】

【西近畿地区決勝 第9位】

【中国九州地区決勝 第1位】

【南関東地区決勝 第11位】 

【南関東地区決勝 第10位】 

【東近畿地区決勝 第6位】

　O U T I　N

【中国九州地区決勝 第5位】

【南関東地区決勝 第15位】 

【東近畿地区決勝 第9位】

【圏央地区決勝 第13位】

【圏央地区決勝 第12位】

【西近畿地区決勝 第8位】

【北関東地区決勝 第14位】

【中国九州地区決勝 第8位】

【圏央地区決勝 第14位】

【南関東地区決勝 第14位】 

【中部地区決勝 第4位】

【北関東地区決勝 第15位】

【中国九州地区決勝 第7位】

【中部地区決勝 第10位】

Deep Blue A

ＴＥＡＭ　ＬＥＧＥＮＤ

ほけんの窓口 ゴルフ部

Ａチーム

ハセコー1

Deep Blue B

21

東京海上日動あんしん生命保険株式会社 あんしんA

10:00

プルデンシャル生命保険株式会社 すべらないゴルフ

21

ピンゴルフジャパン株式会社 A 戸田建設株式会社 チームTODA－A

【西近畿地区決勝 第1位】 

【圏央地区決勝 第1位】

【東近畿地区決勝 第1位】

【北関東地区決勝 第1位】

20

サンクリーン株式会社 K-16

9:51

トヨタ紡織株式会社 紡織

20

みずほフィナンシャルグループ みずほゴルフ部チームA 大成建設株式会社 大成建設ゴルフ部

【西近畿地区決勝 第2位】

【2019全国決勝 第5位】

【中部地区決勝 第1位】

【南関東地区決勝 第1位】 

19

株式会社 豊田自動織機 チームTICO

9:42

センコー株式会社 センコーゴルフ部

19

株式会社NITTAI グランツ ソニー株式会社 XPERIA 5

【中部地区決勝 第2位】

【南関東地区決勝 第2位】 

【東近畿地区決勝 第2位】

【圏央地区決勝 第2位】

18

在日米陸軍キャンプ座間基地管理本部 座間キャンプＧＣ

9:33

アイリン株式会社 チーム AIRIN

18

アーレックス株式会社 Ａチーム コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 さわやかコーク

【圏央地区決勝 第3位】

【2019全国決勝 第3位】

【中部地区決勝 第3位】

【北関東地区決勝 第2位】

17

株式会社 三井住友銀行 SMBC0

9:24

株式会社 ＳＣＲＥＥＮホールディングス SCREEN

17

センコー株式会社 センコー株式会社Bチーム 株式会社 エープル Team ANK

【南関東地区決勝 第3位】 

【北関東地区決勝 第3位】

【東近畿地区決勝 第3位】

【2019全国決勝 第4位】

16

出光興産株式会社 チームS

9:15

富士フイルム株式会社 チームTMT

16

株式会社　日立システムズ HISYS Aチーム ソニー株式会社 XPERIA 1

【南関東地区決勝 第4位】 

【圏央地区決勝 第4位】

【圏央地区決勝 第5位】

【南関東地区決勝 第5位】 

15

鹿島建設株式会社 KAJIMA－A

9:06

Meiji Seika ファルマ株式会社 MSP

15

出光興産株式会社 チームK 株式会社ジュピターテレコム チームZAQ

【北関東地区決勝 第5位】

【圏央地区決勝 第6位】

【北関東地区決勝 第4位】

【南関東地区決勝 第6位】 

14

株式会社TRPX TEAM TRPX

8:57

有限会社 NKコンサルタント チームTKM

14

第一三共株式会社 DS＆DSCP 福島キヤノン株式会社 CGA-B

【北関東地区決勝 第6位】

【南関東地区決勝 第7位】 

【中部地区決勝 第5位】

【北日本Ａ予選 第1位】

13

株式会社シティコミュニケーションズ チーム街

8:48

リコージャパン株式会社 リコージャパン福井

13

伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 Aチーム 株式会社 浅井 チ－ム　ＡＳＡＩ

【北日本Ａ予選 第2位】

【圏央地区決勝 第8位】

【中部地区決勝 第6位】

【圏央地区決勝 第7位】

12

株式会社コスギ不動産 コスギ不動産Ａチーム

8:39

株式会社ＦＤＳホールディングス 慶州金

12

株式会社ビコー BIKO 東京建物株式会社 東京建物チームA

【2019全国決勝 第2位】

【中部地区決勝 第7位】

【2019北日本地区決勝 第1位】

【北関東地区決勝 第7位】

11

三菱商事株式会社 MC GOLF TEAM - A

8:30

株式会社オブロン ワイレア２

11

センコー株式会社 センコー株式会社Aチーム CSLベーリング株式会社 ゴルフチーム＠CSL Behring

【北関東地区決勝 第9位】

【東近畿地区決勝 第4位】

【西近畿地区決勝 第3位】

【北関東地区決勝 第8位】

アイシングループ チームどんぐり

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』

全国決勝大会
組合せ【9月19日（土）セントラルゴルフクラブ　東コース】

№

1

2

3

4

5

株式会社ほけんの１１０番

日本アイ・ビー・エム株式会社

因幡電機産業株式会社

ほけんの窓口グループ株式会社

株式会社野村総合研究所

株式会社 長谷工コーポレーション

日本アイ・ビー・エム株式会社

キュウセツＡＱＵＡ株式会社

株式会社 NTTドコモ

スタート
時間

株式会社島津製作所

NTT西日本グループ

株式会社京葉銀行 京葉銀行A

チームほっとん

キュウセツＡ

ドコモゴルフクラブAチーム

7:00

7:09

7:18

7:27

7:36

【中国九州地区決勝 第9位】

【圏央地区決勝 第11位】

【中部地区決勝 第9位】

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。

　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。

№

1

2

3

4

5

チームミサキ

ＡＫＧゴルフ部

TOTAL　NO.1

SUPER HI INDEX

よりぞうGOD

座土下座

ＰＨＧ

島津ゴルフ部関東チーム

TEAMピスタチオ

株式会社味咲

旭興産グループ

株式会社トータル保険サービス

株式会社アサヒオプティカル

農林中央金庫

小波瀬病院

パナソニックホームズ株式会社

Ａチーム

6

株式会社 NTTマーケティングアクト関西支店 チーム官兵衛 アース製薬株式会社 チーム ノーマット

6

花王株式会社 すみだゴルフ部A

7:45

三井住友ファイナンス＆リース株式会社【北関東地区決勝 第12位】

【西近畿地区決勝 第4位】

チームくりけん

7

本田技研工業株式会社 HGC Aチーム 富士ゼロックス株式会社 チームA

7

株式会社ホロスプランニング 将来設計士

7:54

クリヤマグループ【東近畿地区決勝 第7位】

【圏央地区決勝 第10位】

MUNゴルフ部Aチーム

8

エーザイ株式会社 令和も美子さん ダイハツ工業株式会社 DNGS　チームA

8

パナソニック株式会社　加西事業所 PKW48-B

8:03

三菱UFJニコス株式会社【西近畿地区決勝 第7位】 

【北関東地区決勝 第11位】

荒川アスリート

9

東急建設株式会社 ＴＣゴルフ同好会Ｂ フタバ興業株式会社 チーム　フタバ

9

宇都宮市役所 打てば愉快だ宇都宮Aチーム

8:12

有限会社田代建設【2019北日本地区決勝 第3位】

【南関東地区決勝 第9位】 

【圏央地区決勝 第9位】

【西近畿地区決勝 第6位】

TeamDeer

10

藤井産業株式会社 チームＤ 株式会社野村総合研究所 NAG-N

10

パナソニック株式会社　加西事業所 PKW48 A

8:21

一般社団法人 ディアーパークゴルフクラブ【西近畿地区決勝 第5位】

【北関東地区決勝 第10位】

【東近畿地区決勝 第5位】

【南関東地区決勝 第8位】 

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


