
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

山谷 亜津志 ヤマヤ　アツシ 井上　誠也 イノウエ　セイヤ

山田　剛志 ヤマダ　タカシ 飯畑　厚義 イイハタ　アツヨシ

繁村　征志 シゲムラ　マサシ 小森　克文 コモリ　カツフミ

阿部　行央 アベ　ユキオ 印南　孝宣 インナン　タカノブ

中井　祥貴 ナカイ　ショウキ 深井　雅人 フカイ　マサヒト

和田　隆司 ワダ　リュウジ 喜多　章浩 キタ　アキヒロ

堀越　良一 ホリコシ　リョウイチ 内田　雅治 ウチダ　マサハル

田中　久男 タナカ　ヒサオ 森本　浩史 モリモト　ヒロシ

堀内　晋平 ホリウチ　シンペイ 金田　　悟 カネダ　サトル

三浦　洋和 ミウラ　ヒロカズ 山本　芳和 ヤマモト　ヨシカズ

伊藤　憲治 イトウ　ケンジ 指輪　吉孝 サシワ　ヨシタカ

松岡　賀之 マツオカ　ノリユキ 上野　英雄 ウエノ　ヒデオ

福田　智章 フクダ　トモアキ 梶谷　光弘 カジタニ　ミツヒロ

藤井　茂弘 フジイ　シゲヒロ 内藤　　崇 ナイトウ　タカシ

小田垣　貢 オダガキ　ミツグ 有本　哲夫 アリモト　テツオ

有本　 一郎 アリモト　イチロウ 太田　哲也 オオタ　テツヤ

奥田　忠彦 オクダ　タダヒコ 高橋　一生 タカハシ　カズキ

小泉　裕紀 コイズミ　ヒロキ 杉崎　成樹 スギザキ　シゲキ

野村　 健一 ノムラ　ケンイチ 伊藤　正幸 イトウ　マサユキ

荒木　孝紀 アラキ　タカノリ - -

塚本　　厚 ツカモト　アツシ 冨倉　大樹 トミクラ　ヒロキ

丸山　修護 マルヤマ　シュウゴ 湯浅　風太 ユアサ　フウタ

犬飼　順紀 イヌカイ　ヨシキ 井澤　好寿 イザワ　ヨシヒサ

寺本　　剛 テラモト　タケシ 海田　陽介 カイダ　ヨウスケ

北本　　社 キタモト　タカシ 田村　一幸 タムラ　カズユキ

砂原　隆一 スナハラ　リュウイチ 桑名　哲也 クワナ　テツヤ

北山　　忠 キタヤマ　タダシ 柴田　啓太 シバタ　ケイタ

岸野　浩士 キシノ　コウジ 福田　大輝 フクダ　ダイキ

染谷　　啓 ソメヤ　ケイ 木村　武司 キムラ　タケシ

今西　英隆 イマニシ　ヒデタカ 河村　唯人 カワムラ　ユイト

森　清司 モリ　キヨシ 大野　将寛 オオノ　マサヒロ

瀧川　誠 タキガワ　マコト 田口　裕基 タグチ　ユウキ

松永　宣義 マツナガ　ノブヨシ 水田　佳宏 ミズタ　ヨシヒロ

南畑　太亮 ミナミハタ　タイスケ 豊谷　和也 トヨタニ　カズヤ

小林　　伸 コバヤシ　シン 都　　和馬 ミヤコ　カズマ

伏原　　直 フシハラ　スナオ 北山 健太郎 キタヤマ　ケンタロウ

富田　浩明 トミタ　ヒロアキ 園田　　敦 ソノダ　アツシ

浦田　真吾 ウラタ　シンゴ 福田　充宏 フクダ　ミツヒロ

丸谷　勝己 マルタニ　カツミ 小松　栄一 コマツ　エイイチ

松本　隆之 マツモト　タカユキ 瀬滝　　雅 セタキ　マサシ

渡邉　和隆 ワタナベ　カズタカ 熊谷　久志 クマガイ　ヒサシ

浦野　陽介 ウラノ　ヨウスケ 上畑　忠之 ウエハタ　タダユキ

野々　哲也 ノノ　テツヤ 尾坂　孝幸 オサカ　タカユキ

濵田　拓也 ハマダ　タクヤ 石井　亮 イシイ　リョウ

農端　貴 ノバタ　タカシ

小野　剛 オノ　ツヨシ

伊達　真一 ダテ　シンイチ

坪田　康弘 ツボタ　ヤスヒロ

11

ＵＳＧＣ

10

ダイハツ工業株式会社 DNGS　チームA ダイハツ工業株式会社 DNGS　チームA

10

株式会社 ＳＣＲＥＥＮホールディングス ＵＳＧＣ

9:38

株式会社 ＳＣＲＥＥＮホールディングス【東近畿A予選 第2位】

【東近畿B予選 第2位】

【東近畿A予選 第2位】

【東近畿B予選 第2位】

センコー株式会社 センコーゴルフ部 大和リース株式会社 Ｔｅａｍ－Ａ

【東近畿B予選 第1位】

【2019東近畿 第1位】

【東近畿B予選 第1位】

【東近畿A予選 第1位】

TeamDeer

9

センコー株式会社 ★センコー株式会社★ センコー株式会社 ★センコー株式会社★

9

一般社団法人 ディアーパークゴルフクラブ TeamDeer

9:31

一般社団法人 ディアーパークゴルフクラブ【東近畿B予選 第3位】

【2019東近畿 第2位】

【東近畿B予選 第3位】

【2019東近畿 第2位】

すべらないゴルフ

8

ＫＨネオケム株式会社 四日市工場 ＫＨネオケム-Ｂ ＫＨネオケム株式会社 四日市工場 ＫＨネオケム-Ｂ

8

プルデンシャル生命保険株式会社 すべらないゴルフ

9:17

プルデンシャル生命保険株式会社【2019東近畿 第3位】

【東近畿A予選 第3位】

dcmチームA

7

NTT西日本グループ TEAMピスタチオ NTT西日本グループ TEAMピスタチオ

7

株式会社ドコモCS関西 dcmチームA

9:10

株式会社ドコモCS関西【東近畿A予選 第4位】

【東近畿B予選 第4位】

株式会社ナカノフドー建設

株式会社ドウシシャ

大和リース株式会社

株式会社 堀内機械

野村建設工業株式会社

ジャパン・イーエム・ソリューションズ株式会社

KAGA WEST

6

建装工業株式会社 チームＫＥＮＳＯ 建装工業株式会社 チームＫＥＮＳＯ

加賀電子株式会社 KAGA WEST

9:03

加賀電子株式会社【東近畿A予選 第5位】

【東近畿B予選 第5位】

8:35

8:42

8:56

【東近畿A予選 第7位】

【東近畿A予選 第6位】

【東近畿B予選 第6位】

№

1

2

3

4

5

ＴＥＡＭ　ＬＥＧＥＮＤ

ベアーズ

ドウシシャゴルフ同好会

Ｔｅａｍ－Ｂ

ホリダー

プレイング４

ＪＥＭＳ（ジェムス）

ＯＧＭレッド

dcmチームB

因幡電機産業株式会社

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』

東近畿地区決勝
組合せ【8月15日（土）城陽カントリー倶楽部　東コース】

№

1

2

3

4

5

因幡電機産業株式会社

株式会社ナカノフドー建設

株式会社ドウシシャ

大和リース株式会社

株式会社 堀内機械

野村建設工業株式会社

ジャパン・イーエム・ソリューションズ株式会社

大阪ガスマーケティング株式会社

株式会社ドコモCS関西

スタート
時間

大阪ガスマーケティング株式会社

株式会社ドコモCS関西

ＫＨネオケム株式会社 四日市工場 ＫＨネオケム-Ａ

ＴＥＡＭ　ＬＥＧＥＮＤ

ＯＧＭレッド

dcmチームB

大和リース株式会社 Ｔｅａｍ－Ａ

9:52

11

株式会社ホロスプランニング 将来設計士

9:45

株式会社ホロスプランニング

ＫＨネオケム株式会社 四日市工場 ＫＨネオケム-Ａ

6

将来設計士

12

センコー株式会社 センコーゴルフ部

【東近畿A予選 第1位】

【2019東近畿 第1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。

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

12

ＯＵＴ ＩＮ

【東近畿B予選 第11位】

【東近畿A予選 第10位】

【東近畿B予選 第10位】

【東近畿A予選 第9位】

【東近畿A予選 第8位】

【東近畿B予選 第8位】

【東近畿B予選 第7位】

【東近畿B予選 第11位】

【東近畿A予選 第10位】

【東近畿B予選 第10位】

【東近畿A予選 第9位】

【東近畿A予選 第8位】

【東近畿B予選 第8位】

【東近畿B予選 第7位】

ベアーズ

ドウシシャゴルフ同好会

Ｔｅａｍ－Ｂ

ホリダー

プレイング４

ＪＥＭＳ（ジェムス）

8:21

8:28

【東近畿A予選 第7位】

【東近畿A予選 第6位】

【東近畿B予選 第6位】

【東近畿A予選 第5位】

【東近畿B予選 第5位】

【東近畿A予選 第4位】

【東近畿B予選 第4位】

【2019東近畿 第3位】

【東近畿A予選 第3位】

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


