
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

山川　正洋 ヤマカワ　マサヒロ 畠山　　宏 ハタケヤマ　ヒロシ

桜井　利行 サクライ　トシユキ 野坂　佳伸 ノザカ　ヨシノブ

岩橋　雅一 イワハシ　マサカズ 中井　康之 ナカイ　ヤスユキ

新倉　秀雄 ニイクラ　ヒデオ 木下　雅大 キノシタ　マサヒロ

榎本　政法 エノモト　マサノリ 岩崎 健一郎 イワサキ　ケンイチロウ

安田　正英 ヤスダ　マサヒデ 中川　幸一 ナカガワ　コウイチ

岩橋　史弥 イワハシ　フミヤ 垂内　信雄 タレウチ　ノブオ

高木　貴洋 タカギ　タカヒロ 堀籠　正浩 ホリゴメ　マサヒロ

宇佐美　清 ウサミ　キヨシ 久保　並城 クボ　ナミキ

石橋　慶一 イシバシ　ケイイチ 嶌田　兼光 シマダ　カネミツ

須﨑　隆寛 スサキ　タカヒロ 大鹿　順司 オオシカ　ジュンジ

保田　恵見 ヤスダ　エミ 小谷　恭史 コタニ　ヤスシ

稲木　鉄志 イナキ　テツジ 塚田　圭司 ツカダ　ケイジ

藤本　　平 フジモト　タイラ 秋山　達哉 アキヤマ　タツヤ

正西　康英 マサニシ　ヤスヒデ 大倉　主脩 オオクラ　オサム

神津　加奈 コウヅ　カナ 細江　暁大 ホソエ　アキヒロ

金本　彰彦 カネモト　アキヒコ 武井　道雄 タケイ　ミチオ

今泉　貴広 イマイズミ　タカヒロ 長野　成晃 ナガノ　ヒデアキ

山田　英憲 ヤマダ　ヒデノリ 金山　仁明 カナヤマ　マサアキ

秋月　　顕 アキヅキ　ケン 大内　　剛 オオウチ　タケシ

小淵　洋生 コブチ　ヒロオ 佐藤　浩之 サトウ　ヒロユキ

鶴見　雅之 ツルミ　マサユキ 渡部　一雄 ワタナベ　カズオ

鴨志田　淳 カモシダ　アツシ 北村　和彦 キタムラ　カズヒコ

伊能　健治 イノウ　ケンジ 野口　　靖 ノグチ　ヤスシ

熱田　　豊 アツタ　ユタカ 斉藤　　睦 サイトウ　アツシ

池田　　靖 イケダ　ヤスシ 交川　佳克 マジカワ　ヨシカツ

山中　康宏 ヤマナカ　ヤスヒロ 畑中　勝美 ハタナカ　カツミ

青木　賢二 アオキ　ケンジ 小谷口 義章 コタニグチ　ヨシアキ

矢部　雄一 ヤベ　ユウイチ 安齋　伸広 アンザイ　ノブヒロ

伊藤　義和 イトウ　ヨシカズ 根津　博嗣 ネヅ　ヒロツグ

曾田　貞光 アイダ　サダミツ 大槻　智輝 オオツキ　トモテル

庄司　昌幸 ショウジ　マサユキ 五十嵐 博昭 イガラシ　ヒロアキ

木内　武文 キウチ　タケフミ 守谷　謙二 モリヤ　ケンジ

吉池　　隆 ヨシイケ　タカシ 塩谷　剛彦 シオヤ　タケヒコ

阿部 真寿美 アベ　マスミ 的場　克則 マトバ　カツノリ

時田 清一郎 トキタ　セイイチロウ 瀬戸　陽一 セト　ヨウイチ

藤柳　慶史 フジヤナギ　ヨシフミ 金子　和彦 カネコ　カズヒコ

中村　　中 ナカムラ　アタル 花田　健文 ハナダ　タケフミ

古澤　　元 フルサワ　モトイ 脇坂　保範 ワキサカ　ヤスノリ

田代　泰久 タシロ　ヤスヒサ 黒田　遼平 クロダ　リョウヘイ

津下　和久 ツゲ　カズヒサ 大西　　豊 オオニシ　ユタカ

杉本　　裕 スギモト　ユタカ 岩間　佑介 イワマ　ユウスケ

島本　礼栄 シマモト　ヒロマサ 矢次　修蔵 ヤツギ　シュウゾウ

安藤　太一 アンドウ　タイチ 小島　一馬 コジマ　カズマ

山田　隆持 ヤマダ　リュウジ 三島 英由紀 ミシマ　ヒデユキ

立川　大介 タチカワ　ダイスケ 古橋　哲也 フルハシ　テツヤ

岡崎　伸一 オカザキ　シンイチ 渡辺　研吾 ワタナベ　ケンゴ

萩野　将信 ハギノ　マサノブ 大貫　　淳 オオヌキ　アツシ

廣島　隆一 ヒロシマ　リョウイチ 澤野　寛之 サワノ　ヒロユキ

前島　重徳 マエシマ　シゲノリ 澤野　崇之 サワノ　タカユキ

小沼　隆史 オヌマ　タカシ 川上　高幸 カワカミ　タカユキ

菱倉　健一 ヒシクラ　ケンイチ 亀元　秀幸 カメモト　ヒデユキ

秋山　貴義 アキヤマ　タカヨシ 井口　将志 イグチ　マサシ

瀧澤　拓也 タキザワ　タクヤ 浅野　元晴 アサノ　モトハル

溝田　一夫 ミゾタ　カズオ 仲村　徹也 ナカムラ　テツヤ

高橋　宏之 タカハシ　ヒロユキ 畑　　孝治 ハタ　コウジ

天賀　秀樹 アマガ　ヒデキ 東　　秀明 アズマ　ヒデアキ

上川　陽一 カミカワ　ヨウイチ 山口　武志 ヤマグチ　タケシ

武田　政則 タケダ　マサノリ 芹澤　智之 セリザワ　トモユキ

渡部　紀之 ワタナベ　ノリユキ 矢川　貴臣 ヤガワ　タカオミ

久保　　努 クボツトム 平間　恒浩 ヒラマ　ツネヒロ

浅野　勝己 アサノカツミ 和田　貴之 ワダ　タカユキ

沢井　晴美 サワイ　ハルミ 英利 アブライティ エリ　アブライティ

相澤　修一 アイザワ　シュウイチ 中谷　克久 ナカタニ　カツヒサ

菊地　　寛 キクチ　ヒロシ 納　　正宜 オサメ　マサノリ

清水　勝磨 シミズ　カツマ 立花　　誠 タチバナ　マコト

田代　孝則 タシロ　タカノリ 川上　寛二 カワカミ　カンジ

小川　秀幸 オガワ　ヒデユキ 山崎　広宣 ヤマザキ　ヒロノブ

香川　朋彦 カガワ　トモヒコ 川崎　靖弘 カワサキ　ヤスヒロ

服部　浩史 ハットリ　ヒロシ 長瀬　宇拡 ナガセ　タカヒロ

清田　直文 キヨタ　ナオフミ 関根　大輔 セキネ　ダイスケ

嶋﨑　　賢 シマザキ　サトシ 河野　賢治 コウノ　ケンジ

山下　洋史 ヤマシタ　ヨオジ 水口　将彰 ミナグチ　マサアキ

草木迫 雅智 クサキサコ　マサトモ 宇野　騰展 ウノ　タカノリ

野田　靜真 ノダ　シズマ 田丸　寿幸 タマル　カズユキ

松原　一浩 マツバラ　カズヒロ 萩生田 幹夫 ハギュウダ　ミキオ

なんちゃってBチーム

10

伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 Aチーム 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 Aチーム

10

株式会社プリンスホテル なんちゃってBチーム

8:21

株式会社プリンスホテル

なんちゃってAチーム

9

株式会社アイダ設計 アイダ設計Ｂ 株式会社アイダ設計 アイダ設計Ｂ

9

株式会社プリンスホテル なんちゃってAチーム

8:12

株式会社プリンスホテル

A

8

株式会社アイダ設計 アイダ設計Ａ 株式会社アイダ設計 アイダ設計Ａ

8

ピンゴルフジャパン株式会社 A

8:03

ピンゴルフジャパン株式会社

Team A

7

ダイダン株式会社 Aチーム ダイダン株式会社 Aチーム

7

アステラス製薬株式会社 Team A

7:54

アステラス製薬株式会社

岡谷孔球クラブ

6

日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社 日本TCS TEAM C 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社 日本TCS TEAM C

6

岡谷鋼機株式会社 岡谷孔球クラブ

7:45

岡谷鋼機株式会社

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

Team BugsBros

チームワン

チーム ムサシ

チームツー

Ａチーム

チームシニア

ブルーチーム

チーム混成

チームPW

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

株式会社イワハシエキスプレス

出光興産株式会社

株式会社イワハシエキスプレス

株式会社野村総合研究所

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

ヨネックス株式会社

チーム混成

チームPW

7:00

7:09

7:18

7:27

7:36
日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社 日本TCS TEAM T

チームワン

チーム ムサシ

チームツー

Ａチーム

チームシニア

ブルーチーム

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』

圏央C
組合せ【7月18日（土）武蔵丘ゴルフコース】

№

1

2

3

4

5

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

株式会社イワハシエキスプレス

出光興産株式会社

株式会社イワハシエキスプレス

株式会社野村総合研究所

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

ヨネックス株式会社

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

株式会社プレミアムウォーターホールディングス

スタート
時間

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

株式会社プレミアムウォーターホールディングス

日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社 日本TCS TEAM T

Team BugsBros

　O U T I　N

11

株式会社 浅井 チ－ム　ＡＳＡＩ

8:30

株式会社 浅井 チ－ム　ＡＳＡＩ

11

伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 Cチーム 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 Cチーム

12

株式会社 NTTドコモ ドコモゴルフクラブAチーム

8:39

株式会社 NTTドコモ ドコモゴルフクラブAチーム

12

在日米陸軍キャンプ座間基地管理本部 座間キャンプＧＣ 在日米陸軍キャンプ座間基地管理本部 座間キャンプＧＣ

13

株式会社タコプラグループホールディングス 日本豚園

8:48

株式会社タコプラグループホールディングス 日本豚園

13

株式会社　日立システムズ HISYS Aチーム 株式会社　日立システムズ HISYS Aチーム

14

旭興産グループ ＡＫＧゴルフ部

8:57

旭興産グループ ＡＫＧゴルフ部

14

株式会社　日立システムズ HISYS Bチーム 株式会社　日立システムズ HISYS Bチーム

15

ANAシステムズ株式会社 ASYゴルフクラブ

9:06

ANAシステムズ株式会社 ASYゴルフクラブ

15

株式会社ニトリ NGF チームG 株式会社ニトリ NGF チームG

16

株式会社ラキール チームラキール

9:15

株式会社ラキール チームラキール

16

株式会社ニトリ NGF チームF 株式会社ニトリ NGF チームF

17

ソニー株式会社 XPERIA 5

9:24

ソニー株式会社 XPERIA 5

17

有限会社田代建設 荒川アスリート 有限会社田代建設 荒川アスリート

18

ENEOS株式会社 ENEOS X PRIME

9:33

ENEOS株式会社 ENEOS X PRIME

18

ほけんの窓口グループ株式会社 ほけんの窓口 ゴルフ部 ほけんの窓口グループ株式会社 ほけんの窓口 ゴルフ部

19

キーサイト・テクノロジー株式会社 チームＡ

9:42

株式会社セブン－イレブン・ジャパン チームセブン

19

株式会社セブン－イレブン・ジャパン チームセブン キーサイト・テクノロジー株式会社 チームＡ

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


