
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

松村　弘治 マツムラ　コウジ 亀井　哲洋 カメイ　テツヒロ

岩下　一樹 イワシタ　イツキ 牧野　哲也 マキノ　テツヤ

井口　将志 イグチ　マサシ 大間　喜行 オオマ　ヨシユキ

瀧澤　拓也 タキザワ　タクヤ 東浦　　誠 ヒガシウラ　マコト

古川　雅也 フルカワ　マサヤ 井上　誠也 イノウエ　セイヤ

生駒　　聰 イコマ　サトシ 飯畑　厚義 イイハタ　アツヨシ

窪田　貴広 クボタ　タカヒロ 関根　大輔 セキネ　ダイスケ

加藤　昌司 カトウ　ショウジ 嶋﨑　　賢 シマザキ　サトシ

水沼　正裕 ミズヌマ　マサヒロ 石橋　慶一 イシバシ　ケイイチ

山村　裕一 ヤマムラ　ユウイチ 嶌田　兼光 シマダ　カネミツ

濱田　隆弘 ハマダ　タカヒロ 稲垣　康治 イナガキ　コウジ

浦杉　和義 ウラスギ　カズヨシ 佐々木　優 ササキ　マサル

高島　　敦 タカシマ　アツシ 黒田　恭司 クロダ　キョウジ

乾　　哲哉 イヌイ　テツヤ 鬼束　晃司 オニツカ　コウジ

河部　　博 カワベ　ヒロシ 大野　征博 オオノ　マサヒロ

荻本　浩三 オギモト　コウゾウ 山田　　豊 ヤマダ　ユタカ

北山　　忠 キタヤマ　タダシ 山田　隆持 ヤマダ　リュウジ

岸野　浩士 キシノ　コウジ 立川　大介 タチカワ　ダイスケ

三浦 堅太郎 ミウラ　ケンタロウ 服部　賢仁 ハットリ　ケンジ

石井　滋喜 イシイ　シゲキ 磯谷　　彰 イソガイ　アキラ

酒井　　淳 サカイ　アツシ 富田　昭夫 トミタ　アキオ

両澤　　恒 モロサワ　ヒサシ 櫻井　剛太 サクライ　ゴウタ

北濱　勝也 キタハマ　カツヤ 入江　勝美 イリエ　カツミ

藤倉　　勇 フジクラ　イサオ 澤田　　等 サワダ　ヒトシ

秋月 章太郎 アキヅキ　ショウタロウ 渡邉　和隆 ワタナベ　カズタカ

小林　久晃 コバヤシ　テルアキ 浦野　陽介 ウラノ　ヨウスケ

宮内　　浩 ミヤウチ　ヒロシ 亀水 二己範 カメミズ　フミノリ

石田　剛啓 イシダ　タカヒロ 竹之下 浩平 タケノシタ　コウヘイ

渡邊　孝樹 ワタナベ　タカキ 坂野　吉弘 サカノ　ヨシヒロ

矢崎　宏幸 ヤザキ　ヒロユキ 小椋　廣昭 オグラ　ヒロアキ

丸谷　勝己 マルタニ　カツミ 森川　俊宏 モリカワ　トシヒロ

松本　隆之 マツモト　タカユキ 上村　恵吾 カミムラ　ケイゴ

田代　孝則 タシロ　タカノリ 砂田　篤史 スナダ　アツシ

小川　秀幸 オガワ　ヒデユキ 室井　光一 ムロイ　コウイチ

大山　邦彦 オオヤマ　クニヒコ 土田　　修 ツチダ　オサム

清野　　洋 キヨノ　ヒロシ 京田　真也 キョウデン　シンヤ

松永　宣義 マツナガ　ノブヨシ 松山　俊二 マツヤマ　シュンジ

豊谷　和也 トヨタニ　カズヤ 山口　　暁 ヤマグチ　サトル

原田　　豊 ハラダ　ユタカ 藤井　進吾 フジイ　シンゴ

長堀　大道 ナガホリ　マサミチ 浅川　忠史 アサカワ　タダシ

治田　吉史 ハルタ　ヨシフミ 大野　隆平 オオノ　リュウヘイ

平松　　慎 ヒラマツ　シン 髙安　裕太 タカヤス　ユウタ

永田　寿夫 ナガタ　トシオ 伏原　　直 フシハラ　スナオ

ベンツ　ヒデシロ ベンツ　ヒデシロ 坪田　康弘 ツボタ　ヤスヒロ

高木　泰成 タカギ　ヤスナリ 小杉　堅太 コスギ　ケンタ

高木　大蔵 タカギ　ダイゾウ 小杉　竜三 コスギ　リュウゾウ

野村　　均 ノムラ　ヒトシ 蔵田 外志男 クラタ　トシオ

福澤　勇二 フクザワ　ユウジ 今村　成吾 イマムラ　セイゴ

竹巻　　茂 タケマキ　シゲル 三田　大明 ミタ　ヒロアキ

山田　宣之 ヤマダ　ノブユキ 朝倉　　守 アサクラ　マモル

浅井　　隆 アサイ　タカシ 脇坂　保範 ワキサカ　ヤスノリ

浅井　廣志 アサイ　ヒロシ 小島　一馬 コジマ　カズマ

西村　茂生 ニシムラ　シゲオ 内藤　喜孝 ナイトウ　ヨシタカ

岩田　高明 イワタ　コウメイ 中山　親美 ナカヤマ　チカヨシ

古川　明男 フルカワ　アキオ 大崎　洋平 オオサキ　ヨウヘイ

大津　長州 オオツ　ナガヒロ 水谷　健司 ミズタニ　ケンジ

進藤　武之 シンドウ　タケユキ 三原　洋介 ミハラ　ヨウスケ

山下　吉彦 ヤマシタ　ヨシヒコ 寒河江 義則 サガエ　ヨシノリ

前田　鎮男 マエダ　シズオ 高田　幸夫 タカタ　ユキオ

山口 林太郎 ヤマグチ　リンタロウ 髙津　明彦 タカツ　アキヒコ

根来　 雅之 ネゴロ　マサユキ 吉田　有三 ヨシダ　ユウゾウ

秋山　 隆人 アキヤマ　タカヒト 内川　　啓 ウチカワ　ケイ

樋田　　真 トヨダ　マコト 川上　高幸 カワカミ　タカユキ

菊地　　寛 キクチ　ヒロシ 亀元　秀幸 カメモト　ヒデユキ

富田　浩明 トミタ　ヒロアキ 塚田　忠大 ツカダ　タダヒロ

野村　高幸 ノムラ　タカユキ 平田　拓也 ヒラタ　タクヤ

相場　隆彰 アイバ　タカアキ 野々　哲也 ノノ　テツヤ

富田　圭吾 トミタ　ケイゴ 西村　俊昭 ニシムラ　トシアキ

林　　竜広 ハヤシ　タツヒロ 渡辺　研吾 ワタナベ　ケンゴ

吉田　　正 ヨシダ　タダシ 大貫　　淳 オオヌキ　アツシ

奥村　　通 オクムラ　トオル 山腰　員令 ヤマコシ　カズナリ

高橋　清人 タカハシ　キヨヒト 上野　惣一 ウエノ　ソウイチ

都　　和馬 ミヤコ　カズマ 久米　洋平 クメ　ヨウヘイ

濵田　拓也 ハマダ　タクヤ 伊藤　道弘 イトウ　ミチヒロ

堀田 実佐子 ホッタ　ミサコ 宗像　幸治 ムネカタ　コウジ

斉藤　淳二 サイトウ　ジュンジ 大山　英樹 オオヤマ　ヒデキ

小野　晶久 オノ　アキヒサ 阿部　信行 アベ　ノブユキ

武田　道夫 タケダ　ミチオ 景山　慎也 カゲヤマ　シンヤ

遠藤　大介 エンドウ　ダイスケ 畔柳　　肇 クロヤナギ　ハジメ

白川　　浩 シラカワ　ヒロシ 松本　吉貴 マツモト　ヨシタカ

木村　武司 キムラ　タケシ 檜田　崇博 ヒワダ　タカヒロ

河村　唯人 カワムラ　ユイト 山根　平碁 ヤマネ　ヘイゴ

西谷　和宏 ニシタニ　カズヒロ 安齋　伸広 アンザイ　ノブヒロ

松田　陽一 マツダ　ヨウイチ 根津　博嗣 ネヅ　ヒロツグ

PKW48 A

10

株式会社野村総合研究所 NAG-N 藤井産業株式会社 チームＤ

10

一般社団法人 ディアーパークゴルフクラブ TeamDeer

8:21

パナソニック株式会社　加西事業所【東近畿地区決勝 第5位】

【南関東地区決勝 第8位】 

【西近畿地区決勝 第5位】

【北関東地区決勝 第10位】

打てば愉快だ宇都宮Aチーム

9

フタバ興業株式会社 チーム　フタバ 東急建設株式会社 ＴＣゴルフ同好会Ｂ

9

有限会社田代建設 荒川アスリート

8:12

宇都宮市役所【圏央地区決勝 第9位】

【西近畿地区決勝 第6位】

【2019北日本地区決勝 第3位】

【南関東地区決勝 第9位】 

PKW48-B

8

ダイハツ工業株式会社 DNGS　チームA エーザイ株式会社 令和も美子さん

8

三菱UFJニコス株式会社 MUNゴルフ部Aチーム

8:03

パナソニック株式会社　加西事業所【南関東地区決勝 第10位】 

【東近畿地区決勝 第6位】

将来設計士

7

富士ゼロックス株式会社 チームA 本田技研工業株式会社 HGC Aチーム

7

クリヤマグループ チームくりけん

7:54

株式会社ホロスプランニング【中国九州地区決勝 第1位】

【南関東地区決勝 第11位】 

すみだゴルフ部A

6

アース製薬株式会社 チーム ノーマット 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

6

三井住友ファイナンス＆リース株式会社 Ａチーム

7:45

花王株式会社【北関東地区決勝 第13位】

【西近畿地区決勝 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

チームほっとん

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

キュウセツＡ

ドコモゴルフクラブAチーム

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

島津ゴルフ部関東チーム

TEAMピスタチオ

7:00

7:09

7:18

7:27

7:36

【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】 株式会社京葉銀行 京葉銀行A

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　西コース】

№

1

2

3

4

5

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

株式会社島津製作所

NTT西日本グループ

スタート
時間

キュウセツＡＱＵＡ株式会社

株式会社 NTTドコモ

アイシングループ チームどんぐり

チームミサキ

11

株式会社オブロン ワイレア２

8:30

三菱商事株式会社 MC GOLF TEAM - A

11

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

【西近畿地区決勝 第3位】

【北関東地区決勝 第8位】

【北関東地区決勝 第9位】

【東近畿地区決勝 第4位】

12

株式会社ＦＤＳホールディングス 慶州金

8:39

株式会社コスギ不動産 コスギ不動産Ａチーム

12

東京建物株式会社 東京建物チームA 株式会社ビコー BIKO

【2019北日本地区決勝 第1位】

【北関東地区決勝 第7位】

【2019全国決勝 第2位】

【中部地区決勝 第7位】

13

リコージャパン株式会社 リコージャパン福井

8:48

株式会社シティコミュニケーションズ チーム街

13

株式会社 浅井 チ－ム　ＡＳＡＩ 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 Aチーム

【中部地区決勝 第6位】

【圏央地区決勝 第7位】

【北日本Ａ予選 第2位】

【圏央地区決勝 第8位】

14

有限会社 NKコンサルタント チームTKM

8:57

株式会社TRPX TEAM TRPX

14

福島キヤノン株式会社 CGA-B 第一三共株式会社 DS＆DSCP

【中部地区決勝 第5位】

【北日本Ａ予選 第1位】

【北関東地区決勝 第6位】

【南関東地区決勝 第7位】 

15

Meiji Seika ファルマ株式会社 MSP

9:06

鹿島建設株式会社 KAJIMA－A

15

株式会社ジュピターテレコム チームZAQ 出光興産株式会社 チームK

【北関東地区決勝 第4位】

【南関東地区決勝 第6位】 

【北関東地区決勝 第5位】

【圏央地区決勝 第6位】

16

富士フイルム株式会社 チームTMT

9:15

出光興産株式会社 チームS

16

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

【圏央地区決勝 第5位】

【南関東地区決勝 第5位】 

【南関東地区決勝 第4位】 

【圏央地区決勝 第4位】

17

株式会社 ＳＣＲＥＥＮホールディングス SCREEN

9:24

株式会社 三井住友銀行 SMBC0

17

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

【東近畿地区決勝 第3位】

【2019全国決勝 第4位】

【南関東地区決勝 第3位】 

【北関東地区決勝 第3位】

18

アイリン株式会社 チーム AIRIN

9:33

在日米陸軍キャンプ座間基地管理本部 座間キャンプＧＣ

18

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 アーレックス株式会社 Ａチーム

【中部地区決勝 第3位】

【北関東地区決勝 第2位】

【圏央地区決勝 第3位】

【2019全国決勝 第3位】

19

センコー株式会社 センコーゴルフ部

9:42

株式会社 豊田自動織機 チームTICO

19

ソニー株式会社 XPERIA 5 株式会社NITTAI グランツ

【東近畿地区決勝 第2位】

【圏央地区決勝 第2位】

【中部地区決勝 第2位】

【南関東地区決勝 第2位】 

20

トヨタ紡織株式会社 紡織

9:51

サンクリーン株式会社 K-16

20

大成建設株式会社 大成建設ゴルフ部 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

【中部地区決勝 第1位】

【南関東地区決勝 第1位】 

【西近畿地区決勝 第2位】

【2019全国決勝 第5位】

21

プルデンシャル生命保険株式会社 すべらないゴルフ

10:00

東京海上日動あんしん生命保険株式会社 あんしんA

21

戸田建設株式会社 チームTODA－A ピンゴルフジャパン株式会社 A

【東近畿地区決勝 第1位】

【北関東地区決勝 第1位】

【西近畿地区決勝 第1位】 

【圏央地区決勝 第1位】

　O U T I　N

【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】

【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】

ＡＫＧゴルフ部

TOTAL　NO.1

SUPER HI INDEX

よりぞうGOD

座土下座

ＰＨＧ

【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】

【北関東地区決勝 第12位】

【西近畿地区決勝 第4位】

【東近畿地区決勝 第7位】

【圏央地区決勝 第10位】

【西近畿地区決勝 第7位】 

【北関東地区決勝 第11位】

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


