
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

斎藤　祐也 サイトウ　ユウヤ 青田　敏幸 アオタ　トシユキ

恒藤　元英 ツネフジ　モトヒデ 菅原　　洋 スガハラ　ヒロシ

藤田　新二 フジタ　シンジ 京奥　将貴 キョウオク　マサタカ

和田　理 ワダ　サトル 川西　伊織 カワニシ　イオリ

垰田　幸治 タオダ　コウジ 稲垣　康治 イナガキ　コウジ

露口　賢一 ツユグチ　ケンイチ 佐々木　優 ササキ　マサル

堀井　清史 ホリイ　キヨシ 川合　隆典 カワイ　タカノリ

吉井　靖二 ヨシイ　セイジ 矢村　浩行 ヤムラ　ヒロユキ

杉山　　勲 スギヤマ　イサオ 中山　健一 ナカヤマ　ケンイチ

浦野　義幸 ウラノ　ヨシユキ 高橋　純平 タカハシ　ジュンペイ

木下　吉隆 キノシタ　ヨシタカ 流川　博文 ナガレカワ　ヒロフミ

永廣　啓士 エヒロ　ケイジ 島本　絹子 シマモト　キヌコ

藤井　　稔 フジイ　ミノル 三浦　拓也 ミウラ　タクヤ

河野　誠一 コウノ　セイイチ 横山　　航 ヨコヤマ　ワタル

木村　浩司 キムラ　コウジ 松山　俊二 マツヤマ　シュンジ

竹本　　純 タケモト　ジュン 山口　　暁 ヤマグチ　サトル

竹ノ内 賢一郎 タケノウチ　ケンイチロウ 景山　慎也 カゲヤマ　シンヤ

桐谷　龍平 キリタニ　リュウヘイ 阿部　信行 アベ　ノブユキ

木村　秀司 キムラ　シュウジ 木村　博彦 キムラ　ヒロヒコ

中野　博文 ナカノ　ヒロフミ 津田　栄一 ツダ　エイイチ

山根　平碁 ヤマネ　ヘイゴ 槻瀬　圭一 ツキセ　ケイイチ

奥田　英也 オクダ　ヒデヤ 檜田　崇博 ヒワダ　タカヒロ

入江　勝美 イリエ　カツミ 塩田　　聡 シオタ　サトシ

澤田　　等 サワダ　ヒトシ 山下　和志 ヤマシタ　カズシ

佐々木　学 ササキ　マナブ 三鴨　裕二 ミカモ　ユウジ

山本　真永 ヤマモト　マサナガ 石谷　彰寿 イシタニ　アキヒサ

中村　竜幸 ナカムラ　タツユキ 越智　康司 オチ　ヤスシ

浜脇　賢一 ハマワキ　ケンイチ　 倉谷　和秀 クラタニ　カズヒデ

金沢　英幸 カナザワ　ヒデユキ 中田　太樹 ナカタ　タイキ

藤原　昌信 フジワラ　マサノブ 青木　真哉 アオキ　シンヤ

根本　道之 ネモト　ミチユキ 津島　奈美 ツシマ　ナミ

眞鳥　　翔 マトリ　ショウ 髙津　和美 コウヅ　カズミ

佐々木 晴生 ササキ　ハルオ 坂野　吉弘 サカノ　ヨシヒロ

吉田　雄二 ヨシダ　ユウジ 小椋　廣昭 オグラ　ヒロアキ

成田　　薫 ナリタ　カオル 津坂　英二 ツサカ　エイジ

高田　裕生 タカダ　ヒロオ 足立　泰三 アダチ　タイゾウ

中林　浩之 ナカバヤシ　ヒロユキ 宮井　　順 ミヤイ　ジュン

山下　勇児 ヤマシタ　ユウジ 永井　一史 ナガイ　カズシ

北村　浩二 キタムラ　コウジ 北濱　勝也 キタハマ　カツヤ

中本　雅祥 ナカモト　マサアキ 藤倉　　勇 フジクラ　イサオ

大塚　直哉 オオツカ　ナオヤ 大迫　裕朗 オオサコ　ヒロアキ

竹原　一志 タケハラ　カズシ 葛原　　淳 クズハラ　アツシ

治田　吉史 ハルタ　ヨシフミ 原　　隆人 ハラ　タカト

菊　　義之 キク　ヨシユキ 平松　　慎 ヒラマツ　シン

光本　信也 ミツモト　ノブヤ 清野　　洋 キヨノ　ヒロシ

友長　　悟 トモナガ　サトル 大山　邦彦 オオヤマ　クニヒコ

新山　文夫 ニイヤマ　ノリオ 湯山　　浩 ユマヤ　ヒロシ

大西　浩夫 オオニシ　ヒロオ 坂本　常守 サカモト　ツネモリ

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

Team Nakabayashi【A】

10

アース製薬株式会社 チーム ノーマット アース製薬株式会社 チーム ノーマット

10

中林建設株式会社 Team Nakabayashi【A】

9:30

中林建設株式会社【西近畿A予選 第2位】

【西近畿B予選 第2位】

【西近畿A予選 第2位】

【西近畿B予選 第2位】

【西近畿B予選 第1位】

【西近畿C予選 第1位】

11

株式会社毎日放送 ぷいぷいチーム

9:40

株式会社毎日放送

PKW48-B

9

株式会社 長谷工コーポレーション ハセコー3 株式会社 長谷工コーポレーション ハセコー3

9

パナソニック株式会社　加西事業所 PKW48-B

9:20

パナソニック株式会社　加西事業所【西近畿A予選 第3位】

【西近畿C予選 第3位】

【西近畿A予選 第3位】

【西近畿C予選 第3位】

OH-TEAM　A

8

住友ゴム工業株式会社 DUNLOP 住友ゴム工業株式会社 DUNLOP

8

株式会社　大気社 OH-TEAM　A

9:10

株式会社　大気社【西近畿B予選 第4位】

【西近畿C予選 第4位】

JRI西

7

中林建設株式会社 Team Nakabayashi【Ｂ】 中林建設株式会社 Team Nakabayashi【Ｂ】

7

株式会社 日本総合研究所 JRI西

9:00

株式会社 日本総合研究所【西近畿B予選 第5位】

【西近畿A予選 第4位】

あんしんA

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 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

東京海上日動あんしん生命保険株式会社 あんしんA

8:50

東京海上日動あんしん生命保険株式会社【西近畿C予選 第6位】

【西近畿C予選 第5位】

№

1

2

3

4

5

SRK

フレッツ

ハセコー1

桃太郎侍

（株）サンアロマ

team Yoshinaga

ダボの鳥A

PKW48 A

K-16

昭和瀝青工業株式会社

NTT西日本グループ

株式会社 長谷工コーポレーション

タキイ種苗株式会社

株式会社サンアロマ

株式会社吉永建設

JCRファーマ株式会社

PKW48 A

K-16

8:00

8:10

8:20

8:30

8:40

【西近畿A予選 第1位】

【西近畿C予選 第8位】

【西近畿B予選 第6位】アース製薬株式会社 チーム モンダミン

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』

西近畿地区決勝
組合せ【8月10日（月祝）奈良国際ゴルフ倶楽部】

№

1

2

3

4

5

昭和瀝青工業株式会社

NTT西日本グループ

株式会社 長谷工コーポレーション

タキイ種苗株式会社

株式会社サンアロマ

株式会社吉永建設

JCRファーマ株式会社

パナソニック株式会社　加西事業所

サンクリーン株式会社

スタート
時間

パナソニック株式会社　加西事業所

サンクリーン株式会社

アース製薬株式会社 チーム モンダミン

SRK

ぷいぷいチーム

11

株式会社オブロン ワイレア２ 株式会社オブロン ワイレア２

【西近畿C予選 第2位】

【2019西近畿 第2位】

【西近畿C予選 第2位】

【2019西近畿 第2位】

ＯＵＴ ＩＮ

【西近畿C予選 第15位】

【西近畿C予選 第14位】

【西近畿C予選 第13位】

【西近畿C予選 第12位】

【西近畿C予選 第11位】

【西近畿C予選 第10位】

【西近畿C予選 第9位】

【西近畿C予選 第15位】

【西近畿C予選 第14位】

【西近畿C予選 第13位】

【西近畿C予選 第12位】

【西近畿C予選 第11位】

【西近畿C予選 第10位】

【西近畿C予選 第9位】

フレッツ

ハセコー1

桃太郎侍

（株）サンアロマ

team Yoshinaga

ダボの鳥A

【西近畿A予選 第1位】

【西近畿C予選 第8位】

【西近畿B予選 第6位】

【西近畿C予選 第6位】

【西近畿C予選 第5位】

【西近畿B予選 第5位】

【西近畿A予選 第4位】

【西近畿B予選 第4位】

【西近畿C予選 第4位】

12

フタバ興業株式会社 チーム　フタバ

9:50

フタバ興業株式会社 チーム　フタバ

12

医療法人育和会　育和会記念病院 Ikuwakai Golf Club 医療法人育和会　育和会記念病院 Ikuwakai Golf Club

【西近畿B予選 第1位】

【西近畿C予選 第1位】

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


