
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

永井　広昭 ナガイ　ヒロアキ 山本　雅伸 ヤマモト　マサノブ

藤下　清崇 フジシタ　キヨタカ 橋本　拓朗 ハシモト　タクロウ

加藤　昌治 カトウ　ショウジ 野島　拓翔 ノジマ　タクト

窪田　貴広 クボタ　タカヒロ 酒井　順二 サカイ　ジュンジ

石田　典宏 イシダ　ノリヒロ 竹田　和弘 タケダ　カズヒロ

大滝　智己 オオタキ　トモミ 筧　　真剛 カケヒ　シンゴ

木下　勝元 キノシタ　カツモト 岩佐　康司 イワサ　コウジ

道場　英男 ミチバ　ヒデオ 久保　信夫 クボ　ノブオ

戸塚　真吾 トツカ　シンゴ 山田　慎 ヤマダ　マコト

林　直人 ハヤシ　ナオト 牧野　哲也 マキノ　テツヤ

清川　　肇 キヨカワ　ハジメ 清川　卓二 キヨカワ　タクジ

北村　和則 キタムラ　カズノリ 武内 加寿也 タケウチ　カズヤ

片岡　誠治 カタオカ　セイジ 上野　孝幸 ウエノ　タカユキ

地石　雅彦 ジコク　マサヒコ 大橋　裕美 オオハシ　ヒロミ

松下 幸之助 マツシタ　コウノスケ 今村　成吾 イマムラ　セイゴ

桐井　篤史 キリイ　アツシ 蔵田 外志男 クラタ　トシオ

吉田　保裕 ヨシダ　ヤスヒロ 鈴木　宏和 スズキ　ヒロカズ

高田　義久 タカダ　ヨシヒサ 津田　直輝 ツダ　ナオキ

谷本　史幸 タニモト　フミユキ 佐々木　敏和 ササキ　トシカズ

田中　孝裕 タナカ　タカヒロ 小林　寛史 コバヤシ　ヒロシ

坂井　龍男 サカイ　タツオ 前田　洋治 マエダ　ヨウジ

布谷　政樹 ヌノヤ　マサキ 一ツ矢 法利 ヒトツヤ　ノリトシ

田崎　健治 タサキ　ケンジ 若杉　謙一 ワカスギ　ケンイチ

安田　誠 ヤスダ　マコト 西野　雅人 ニシノ　マサト

三田　英男 ミッタ　ヒデオ 吉田　哲規 ヨシダ　アキノリ

川上　　格 カワカミ　カタシ 島川　恒隆 シマカワ　ツネタカ

池田　貴信 イケダ　タカノブ 岡田　浩和 オカダ　ヒロカズ

菅　賢太郎 スガ　ケンタロウ 飯田　成幸 イイダ　シゲユキ

清水　啓太 シミズ　ケイタ 三谷　浩史 ミタニ　ヒロシ

牧野　広祐 マキノ　コウスケ 西川　卓伸 ニシカワ　タカノブ

大蔵　研一 オオクラ　ケンイチ 菅沼　裕二 スガヌマ　ユウジ

太田　弘樹 オオタ　ヒロキ 宮本　康宏 ミヤモト　ヤスヒロ

村中　将一 ムラナカ　マサカズ 酒井　祐弥 サカイ　コウヤ

中村　伸弘 ナカムラ　ノブヒロ 平尾　年也 ヒラオ　トシヤ

菅安　啓二 スガヤス ケイジ 森見　二也 モリミ　ツギヤ

三田村　崇之 ミタムラ タカユキ 西村　光弘 ニシムラ　ミツヒロ

西片　宏哉 ニシカタ　ヒロヤ

的場　智彦 マトバ　トモヒコ

畠中　昌代 ハタナカ マサヨ

中野　希一 ナカノ キイチ

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』

中部B
組合せ【7月18日（土）越前カントリークラブ】

№

1

2

3

4

5

株式会社ミタス

株式会社アサヒオプティカル

クァトロブーム株式会社

株式会社　法美社

リコージャパン株式会社

清川メッキ工業株式会社

リコージャパン株式会社

株式会社ビコー

株式会社アイビックス

スタート
時間

株式会社ビコー

株式会社アイビックス

福井信用金庫 福井信用金庫

タランチュラミタス

　O U T I　N

BIKO

AIVIX　Aチーム

8:00

8:07

8:14

8:21

8:28
福井信用金庫 福井信用金庫

SUPER HI INDEX

クァトロブーム

ソートフル

リコージャパン福井Ａ

TEAM  KIYOKAWA

リコージャパン福井Ｂ

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

タランチュラミタス

SUPER HI INDEX

クァトロブーム

ソートフル

リコージャパン福井Ａ

TEAM  KIYOKAWA

リコージャパン福井Ｂ

BIKO

AIVIX　Aチーム

株式会社ミタス

株式会社アサヒオプティカル

クァトロブーム株式会社

株式会社　法美社

リコージャパン株式会社

清川メッキ工業株式会社

リコージャパン株式会社

AIVIX　Bチーム

6

福井ケーブルテレビ株式会社 福井ケーブルTV 福井ケーブルテレビ株式会社 福井ケーブルTV

6

株式会社アイビックス AIVIX　Bチーム

8:35
株式会社アイビックス

Power and intelligence

7

株式会社サンクリーンサービス 床面特殊コーティングお任せください 株式会社サンクリーンサービス 床面特殊コーティングお任せください

7

北陸電力株式会社　福井支店 Power and intelligence

8:42

北陸電力株式会社　福井支店

チームオルコネ

8

三谷商事株式会社 三谷ゴルフチームA 三谷商事株式会社 三谷ゴルフチームA

8

株式会社ALL CONNECT チームオルコネ

8:49

株式会社ALL CONNECT

村中会計

9

株式会社ビジュアルソフト ビジュアルソフト 三谷商事株式会社 三谷ゴルフチームB

9

株式会社　村中会計 村中会計

8:56

株式会社　村中会計

10

株式会社ビジュアルソフト ビジュアルソフト

10

三谷商事株式会社 三谷ゴルフチームB

9:03

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


