
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

河村　邦郎 カワムラ　クニオ 牧　　季則 マキ　トシノリ

山口　孝穂 ヤマグチ　タカホ 近藤　　稔 コンドウ　ミノル

林　　憲志 ハヤシ　ケンジ 林　　篤男 ハヤシ　アツオ

吉田　　正 ヨシダ　タダシ 渡辺　博史 ワタナベ　ヒロシ

井上　幹夫 イノウエ　ミキオ 福田　芳彦 フクタ　ヨシヒコ

朝倉　　茂 アサクラ　シゲル 吉田　達弘 ヨシダ　タツヒロ

上垣内 貴志 ウエガイト　タカシ 龍崎　知之 タツザキ　トモユキ

吉川　佳代 ヨシカワ　カヨ 河村　昌秀 カワムラ　マサヒデ

河本　武士 カワモト　タケシ 浮田　晃平 ウキタ　コウヘイ

― ― 秋山　　大 アキヤマ　ダイ

丸山　恭一 マルヤマ　キョウイチ 宮崎　邦彦 ミヤザキ　クニヒコ

相川　秀和 アイカワ　ヒデカズ 丸山　純志 マルヤマ　アツシ

久保田 智之 クボタ　トモユキ 柴﨑　有生 シバサキ　ユウキ

野村　昌利 ノムラ　マサトシ 関川　　登 セキカワ　ノボル

池田　尚弘 イケダ　ナオヒロ 山本　邦晶 ヤマモト　クニアキ

大野　美利 オオノ　ミトシ 岡本　研司 オカモト　ケンジ

渡部　真知 ワタナベ　マサノリ 神尾　正己 カミオ　マサミ

渡部 菜見子 ワタナベ　ナミコ 奥村　健之 オクムラ　タケユキ

橋場　昭一 ハシバ　ショウイチ 藤野　昌吾 フジノ　ショウゴ

服部　賢仁 ハットリ　ケンジ 磯谷　　彰 イソガイ　アキラ

菊池　　祐 キクチ　ユウ 小川　靖司 オガワ　セイジ

三島　利和 ミシマ　トシカズ 蟹江　浩臣 カニエ　ヒロオミ

大石　　純 オオイシ　ジュン 布施　正和 フセ　マサカズ

高井　恒幸 タカイ　ツネユキ 谷　直樹 タニ　ナオキ

飯島　一昭 イイジマ　カズアキ 宮本　　豊 ミヤモト　ユタカ

菊池　　祥 キクチ　ショウ 飼沼　朋弥 カイヌマ　トモヤ

杉本　大蔵 スギモト　ダイゾウ 伴　　将洋 バン　マサヒロ

楠　　恒介 クスノキ　コウスケ 深谷　　敬 フカヤ　タカシ

大原　一郎 オオハラ　イチロウ 鯉江　亮輔 コイエ　リョウスケ

桂川　博行 カツラガワ　ヒロユキ 久米　洋平 クメ　ヨウヘイ

山中　　努 ヤマナカ　ツトム 寺下　夏樹 テラシタ　ナツキ

越智　雅樹 オチ　マサキ 宮畑　　誠 ミヤバタ　マコト

市川　雅也 イチカワ　マサヤ 滝　亮太郎 タキ　リョウタロウ

飯田　量敏 イイダ　カズトシ 近藤　洋行 コンドウ　ヒロユキ

梅村　光弘 ウメムラ　ミツヒロ 武田　道夫 タケダ　ミチオ

大谷　英之 オオタニ　ヒデユキ 小野　晶久 オノ　アキヒサ

片山　智有 カタヤマ　トシクニ 守谷 日出刀 モリヤ　ヒデト

橋本　新吾 ハシモト　シンゴ 乾　　哲哉 イヌイ　テツヤ

小林　弘知 コバヤシ　ヒロノリ 杣谷　健一 ソマヤ　ケンイチ

田口　　巌 タグチ　イワオ 横山 真太郎 ヨコヤマ　シンタロウ

千葉　勇美 チバ　イサミ 永石　弘生 ナガイシ　ヒロオ

水上　　勉 ミズカミ　ツトム 川端　　敏 カワバタ　サトシ

須釜　義人 スガマ　ヨシト 山田　茂樹 ヤマダ　シゲキ

藤本　知生 フジモト　カズキ 山口　綾子 ヤマグチ　アヤコ

落丸　和輝 オチマル　カズアキ 平久井　理 ヒラクイ　ワタル

千葉　靖之 チバ　ヤスユキ 安藤　徳雄 アンドウ　ノリオ

中西　啓太 ナカニシ　ケイタ 西村　茂男 ニシムラ　シゲオ

田公　幸治 タキミ　コウジ 岩田　高明 イワタ　コウメイ

OJT-S

11

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 ゴルフ部 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 ゴルフ部

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

11

株式会社OJTソリューションズ OJT-S

9:20

12

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン

9

株式会社　八神製作所 八神会

9:06

株式会社　八神製作所

10

パナソニックホームズ株式会社 パナソニックホームズ

9:13

パナソニックホームズ株式会社

紡織 トヨタ紡織株式会社

6

アーレックス株式会社 Bチーム

8:38

アーレックス株式会社

8

株式会社 豊田自動織機 チームTICO

8:59

株式会社 豊田自動織機

三菱自動車工業株式会社

Ｃチーム

7

三菱自動車工業株式会社 三菱自動車工業 岡崎ｺﾞﾙﾌ部Aチーム 三菱自動車工業株式会社 三菱自動車工業 岡崎ｺﾞﾙﾌ部Aチーム

7

アーレックス株式会社 Ｃチーム

8:52

アーレックス株式会社

株式会社ヤマガタヤ

株式会社三菱UFJ銀行

株式会社ヤマガタヤ

株式会社サンスタッフ

菱晃開発株式会社

Bチーム

6

鈴与グループ チーム名古屋A 鈴与グループ チーム名古屋A

アイシングループ チームどんぐり

8:03

8:10

8:17

8:24

8:31

№

1

2

3

4

5

チームサプライズVer.Ⅶ

チーム AIRIN

ヤマガタヤＡチーム

名古屋

ヤマガタヤBチーム

ライジングサンスタッフ

AH=R会

山文・丸忠グループ

ゴルフ同好会

京楽産業.グループ

アイリン株式会社

株式会社OJTソリューションズ

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C
組合せ【8月1日（土）小原カントリークラブ】

№

1

2

3

4

5

京楽産業.グループ

アイリン株式会社

株式会社ヤマガタヤ

株式会社三菱UFJ銀行

株式会社ヤマガタヤ

株式会社サンスタッフ

菱晃開発株式会社

山文・丸忠グループ

サン電子株式会社

スタート
時間

山文・丸忠グループ

サン電子株式会社

アイシングループ チームどんぐり

チームサプライズVer.Ⅶ

山文・丸忠グループ

ゴルフ同好会

10

株式会社足立ライト工業所 チーム AL 株式会社足立ライト工業所 チーム AL

八神会

9

トヨタ紡織株式会社 紡織

パナソニックホームズ

三菱自動車工業 岡崎ｺﾞﾙﾌ部Bチーム

　O U T I　N

チーム AIRIN

ヤマガタヤＡチーム

名古屋

ヤマガタヤBチーム

ライジングサンスタッフ

AH=R会

名古屋支社

9:27

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 名古屋支社

12

有限会社 NKコンサルタント チームTKM 有限会社 NKコンサルタント チームTKM

チームTICO

8

三菱自動車工業株式会社 三菱自動車工業 岡崎ｺﾞﾙﾌ部Bチーム

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


