
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

福田　淳二 フクダ　ジュンジ 甲斐　　陽 カイ　アキラ

柏木　新一 カシワギ　シンイチ 大槻　　康 オオツキ　コウ

蕪木　　登 カブラキ　ノボル 清水　浩晃 シミズ　ヒロアキ

赤荻　　隆 アカオギ　タカシ 湯浅　啓人 ユアサ　ヒロト

平田 幸一郎 ヒラタ　コウイチロウ 中村　賀一 ナカムラ　ヨシカズ

福田　康裕 フクダ　ヤスヒロ 樋口　真義 ヒグチ　マサヨシ

甲斐　敏彦 カイ　トシヒコ 中村　干城 ナカムラ　タテキ

長門　祥一 ナガト　ショウイチ 加藤　孝一 カトウ　コウイチ

青木　幸洋 アオキ　ユキヒロ 福田　裕子 フクダ　ユウコ

佐藤　拓馬 サトウ　タクマ 小西　　徹 コニシ　トオル

高木　洋二 タカギ　ヨウジ 影浦　泰治 カゲウラ　ヤスハル

土屋　和明 ツチヤ　カズアキ 網谷　孝仁 アミタニ　タカヒト

輿石　祐輔 コシイシ　ユウスケ 熊谷　　洸 クマガイ　ヒロム

増田　哲也 マスダ　テツヤ

多々納 利之 タタノ　トシユキ 清水　孝洋 シミズ　タカヒロ

岩井　健司 イワイ　ケンジ 大岡 祐一朗 オオオカ　ユウイチロウ

鴨志田 義信 カモシダ　ヨシノブ 相原　一雄 アイハラ　カズオ

古屋　淳 フルヤ　ジュン 安藤　広基 アンドウ　ヒロモト

澤　　信吾 サワ　シンゴ 竹田　直人 タケダ　ナオト

茅野　裕一 カヤノ　ユウイチ

宮内　浩 ミヤウチ　ヒロシ 中井　信吾 ナカイ　シンゴ

石田　剛啓 イシダ　タカヒロ 遠山　敏正 トオヤマ　トシマサ

渡辺　政宏 ワタナベ　マサヒロ 新井　一人 アライ　カズト

山岸　昌樹 ヤマギシ　マサキ 井高　幸治 イダカ　コウジ

佐伯　貴志 サエキ　タカシ 磯　浩一 イソ　コウイチ

奥居　正道 オクイ　マサミチ 黒佐　誠 クロサ　マコト

山田　武史 ヤマダ　タケシ 森尻　尚一 モリジリ　ヒロカズ

髙田 健一郎 タカダ　ケンイチロウ 荻本　浩三 オギモト　コウゾウ

釘宮　英治 クギミヤ　エイジ 青木　健太 アオキ　ケンタ

高倉 甲一朗 タカクラ　コウイチロウ 玖島　周平 クシマ　シュウヘイ

北村　吉弘 キタムラ　ヨシヒロ 山田　英樹 ヤマダ　ヒデキ

岩下 順二郎 イワシタ　ジュンイチロウ 大美　雅敬 オオミ　マサユキ

内野　隆浩 ウチノ　タカヒロ 白井　克典 シライ　カツノリ

山田　泰之 ヤマダ　ヤスユキ 杉本　光弘 スギモト　ミツヒロ

久保田 幹也 クボタ　ミキヤ 福田　努 フクダ　ツトム

上村　隆明 ウエムラ　タカアキ 犬束 龍之介 イヌヅカ　リュウノスケ

村田　　篤 ムラタ　アツシ 初谷　　真 ハツヤ　マコト

田中　　修 タナカ　オサム 藤川　和之 フジカワ　カズユキ

蔦谷　洋輔 ツタヤ　ヨウスケ 松原　勇三 マツバラ　ユウゾウ

高橋　　毅 タカハシ　ツヨシ 福岡　大城 フクオカ　ヒロキ

中山　寛彦 ナカヤマ　ノブヒコ 重松　武治 シゲマツ　タケハル

関口　　章 セキグチ　アキラ 菊川　　格 キクカワ　カク

河辺　恵理 カワナベ　エリ 佐藤　圭史 サトウ　ケイシ

石田 健太郎 イシダ　ケンタロウ 金子 真由美 カネコ　マユミ

目黒　敦志 メグロ　アツシ

進藤　伴明 シンドウ　トモアキ

千葉　岳央 チバ　タケヒサ

須井　大地 スイ　ダイチ

チームB

10

SCSK株式会社 チームGB SCSK株式会社 チームGB

10

JAセレサ川崎 チームB

8:52

JAセレサ川崎

チームA

9

花王株式会社 すみだゴルフ部B 花王株式会社 すみだゴルフ部B

9

JAセレサ川崎 チームA

8:45

JAセレサ川崎

FCGC

8

株式会社リクルートライフスタイル 株式会社リクルートライフスタイル 株式会社リクルートライフスタイル 株式会社リクルートライフスタイル

8

株式会社NTTデータ・フィナンシャルコア FCGC

8:37

株式会社NTTデータ・フィナンシャルコア

チームC

7

株式会社島津製作所 島津ゴルフ部関東チーム 株式会社島津製作所 島津ゴルフ部関東チーム

7

富士ゼロックス株式会社 チームC

8:30

富士ゼロックス株式会社

チームB

6

トレンドマイクロ株式会社 ウイルスバスターズ トレンドマイクロ株式会社 ウイルスバスターズ

6

富士ゼロックス株式会社 チームB

8:22

富士ゼロックス株式会社

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

日機装ゴルフ部Aチーム

Team ebisu

チームエンバイオ

日機装ゴルフ部Bチーム

チームYT

チームオーベルＡ

チーム30's

チームオーベルＢ

チームA

日機装株式会社

株式会社インターファクトリー

株式会社エンバイオ・ホールディングス

日機装株式会社

出光興産株式会社

大成有楽不動産株式会社

出光興産株式会社

チームオーベルＢ

チームA

7:45

7:52

8:00

8:07

8:15

大成有楽不動産株式会社 チームオーベルＣ

Team ebisu

チームエンバイオ

日機装ゴルフ部Bチーム

チームYT

チームオーベルＡ

チーム30's

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』

南関東A
組合せ【6月27日（土）成田東カントリークラブ】

№

1

2

3

4

5

日機装株式会社

株式会社インターファクトリー

株式会社エンバイオ・ホールディングス

日機装株式会社

出光興産株式会社

大成有楽不動産株式会社

出光興産株式会社

大成有楽不動産株式会社

富士ゼロックス株式会社

スタート
時間

大成有楽不動産株式会社

富士ゼロックス株式会社

大成有楽不動産株式会社 チームオーベルＣ

日機装ゴルフ部Aチーム

　O U T I　N

11

JAセレサ川崎 チームC

9:00

三井住友海上火災保険株式会社 チームB

11

SCSK株式会社 GB２ SCSK株式会社 GB２

12

JAセレサ川崎 チームC

9:07 12

三井住友海上火災保険株式会社 チームB

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


