
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

村橋 安喜雄 ムラハシ　アキオ 友国　博之 トモクニ　ヒロユキ

吉田　孝志 ヨシダ　タカシ 舩戸　健司 フナト　ケンジ

木全　　優 キマタ　ユウ 大野　隆平 オオノ　リュウヘイ

岸田　佑輔 キシダ　ユウスケ 伊吹　　大 イブキ　ダイ

川野 英三郎 カワノ　エイザブロウ 竹内　理英 タケウチ マサヒデ

木村　佳弘 キムラ　ヨシヒロ 中村　卓也 ナカムラ　タクヤ

藤井　進吾 フジイ　シンゴ 大貫　雅利 オオヌキ　マサノリ

関　　勝利 セキ　カツトシ 新井　大輝 アライ　ダイキ

島村　卓樹 シマムラ　タカキ 金田　茂雄 カネダ　シゲオ

名塚　　崇 ナツカ　タカシ 八條　隆宏 ハチジョウ　タカヒロ

青木　芳清 アオキ　ヨシキヨ 渥美　　勝 アツミ　マサル

末田　浩一 スエダ　コウイチ 小林　　潔 コバヤシ　キヨシ

小竹　勝美 コタケ　カツミ 藤倉　岳司 フジクラ　タケシ

早川　貴俊 ハヤカワ　タカトシ 高橋　宏彰 タカハシ　ヒロアキ

加茂　正巳 カモ　マサミ 林　　哲也 ハヤシ　テツヤ

河野　和人 コウノ　カズヒト 生田目 理紗 ナマタメ　リサ

今富　浩司 イマトミ　コウジ 木道　俊一 キドウ　シュンイチ

伊田　　正 イダ　マサシ 福間　輝幸 フクマ　テルユキ

渡辺 晃一郎 ワタナベ　コウイチロウ 山崎　　仁 ヤマザキ　ヒトシ

福原　理美 フクハラ　サトミ 大中道 康浩 オオナカドウ　ヤスヒロ

首藤　　雅 シュトウ　マサシ 仲　　義治 ナカ　ヨシハル

鈴木　呂昌 スズキ　トモマサ 吉田　有三 ヨシダ　ユウゾウ

沼田　真一 ヌマタ　シンイチ 穴澤　美優 アナザワ　ミユ

長谷川 正次 ハセガワ　マサツグ 町田　英幸 マチダ　ヒデユキ

矢下　健二 ヤシタ　ケンジ 内藤　喜孝 ナイトウ　ヨシタカ

佐野　　正 サノ　タダシ 中山　親美 ナカヤマ　チカヨシ

森川　俊宏 モリカワ　トシヒロ 及川　良三 オイカワ　リョウゾウ

榎本　　剛 エノモト　ゴウ 上村　恵吾 カミムラ　ケイゴ

岩崎　博之 イワサキ　ヒロユキ 加藤　裕彰 カトウ　ヒロアキ

水口 健二郎 ミズグチ　ケンジロウ 鬼原　正博 キハラ　マサヒロ

望月　一弘 モチヅキ　カズヒロ 向山　昌吾 ムカイヤマ　ショウゴ

木下　光一 キノシタ　コウイチ 新島　有稀 ニイジマ　ユキ

木下　和也 キノシタ　カズヤ 桜井　慶和 サクライ　ヨシカズ

坂東　法隆 バンドウ　ノリタカ 夏井　　崇 ナツイ　タカシ

田中　　亘 タナカ　ワタル 浅野間 誉允 アサノマ　ヤスミツ

渋谷 裕一良 シブヤ　ユウイチロウ 小川　彰弘 オガワ　アキヒロ

田中　家一 タナカ　イエカズ 津嶋　正紀 ツシマ　マサノリ

加藤　　浩 カトウ　ヒロシ 水池　　遼 ミズイケ　リョウ

梶原　隆司 カジハラ　リュウジ 屋敷　幸雄 ヤシキ　ユキオ

奥津　　隆 オクツ　タカシ 日高　賢治 ヒダカ　ケンジ

長田　匡生 オサダ　マサキ 村瀨　義勝 ムラセ　ヨシカツ

篠原　　功 シノハラ　イサオ 松下 龍之介 マツシタ　リュウノスケ

細谷　有彦 ホソヤ　アリヒコ 草切　　修 クサキリ　オサム

一ノ瀬 政和 イチノセ　マサカズ 斎藤　保裕 サイトウ　ヤスヒロ

鎌倉　英治 カマクラ　ヒデハル 牧内　英樹 マキウチ　ヒデキ

中田　秀樹 ナカタ　ヒデキ 阪口　雅則 サカグチ　マサノリ

黒田　恭司 クロダ　キョウジ 安嶋　大祐 ヤスジマ　ダイスケ

鬼束　晃司 オニツカ　コウジ 馬詰　陽子 ウマヅメ　ヨウコ

藤岡　英樹 フジオカ　ヒデキ 津田　英信 ツダ　ヒデノブ

生田　武司 イクタ　タケシ 佐藤　敏紀 サトウ　トシノリ

大矢　隆司 オオヤ　タカシ 鈴木　満弘 スズキ　ミツヒロ

棟久　正啓 ムネヒサ　マサヒロ 石川　雄一 イシカワ　ユウイチ

庄司　文明 ショウジ　フミアキ 坂本　圭吾 サカモト　ケイゴ

神村　　武 カミムラ　タケシ 関　　孝征 セキ　タカユキ

岡田　　浩 オカダ　ヒロシ 野村　浩樹 ノムラ　コウキ

宗藤　紀夫 ムネフジ　ノリオ

加藤　久利 カトウ　ヒサトシ 前田　　靜 マエダ　シズカ

高橋　　浩 タカハシ　ヒロシ 門田　新平 カドタ　シンペイ

高木　　実 タカギ　ミノル 豊嶋　芳昭 トヨシマ　ヨシアキ

後藤　浩樹 ゴトウ　ヒロキ 宮本　直弥 ミヤモト　ナオヤ

榎本　勝明 エノモト　カツアキ 松井　基裕 マツイ　モトヒロ

田所　靖浩 タドコロ　ヤスヒロ 西村　正教 ニシムラ　マサノリ

長谷山 隆史 ハセヤマ 　タカシ 長久保 龍伸 ナガクボ　リュウシン

岩本　　諭 イワモト　サトル 松本　　陽 マツモト　ヨウ

酒井　　淳 サカイ　アツシ 両澤　　恒 モロサワ　ヒサシ

小寺　博英 オデラ　ヒロヒデ 巽　　一則 タツミ　カズノリ

中町　純一 ナカマチ　ジュンイチ 中薗　孝幸 ナカゾノ　タカユキ

後藤　芳朗 ゴトウ　ヨシオ 猪俣　章信 イノマタ　アキノブ

大原　　茂 オオハラ　シゲル 村上　秀夫 ムラカミ　ヒデオ

告野　　崇 ツゲノ　タカシ 小澤　昭一 オザワ　ショウイチ

鈴木　秀人 スズキ　ヒデト 末廣　浩司 スエヒロ　コウジ

宮澤　直樹 ミヤザワ　ナオキ 大河内 佑哉 オオコウチ　ユウヤ

18

株式会社ウィルグループ ウィルグループ

10:03

株式会社ウィルグループ ウィルグループ

18

伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社 MISTS 伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社 MISTS

17

三井住友ファイナンス＆リース株式会社 研修会Ａチーム

9:54

三井住友ファイナンス＆リース株式会社 研修会Ａチーム

17

東京建物株式会社 東京建物チームD 東京建物株式会社 東京建物チームD

16

株式会社 ハウスメイト HM One

9:45

株式会社 ハウスメイト HM One

16

東京建物株式会社 東京建物チームC 東京建物株式会社 東京建物チームC

15

東京建物株式会社 東京建物チームB

9:36

東京建物株式会社 東京建物チームB

15

出光興産株式会社 チーム∞ 出光興産株式会社 チーム∞

14

株式会社トライサーブ TRSVゴルフ部

9:27

株式会社トライサーブ TRSVゴルフ部

14

出光興産株式会社 チーム1992 出光興産株式会社 チーム1992

13

株式会社コスモスイニシア CIゴルフ部A

9:18

株式会社コスモスイニシア CIゴルフ部A

13

ユーピーアール株式会社 やってみよう　upr ユーピーアール株式会社 やってみよう　upr

12

伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 Bチーム

9:09

伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 Bチーム

12

日本アイ・ビー・エム株式会社 Deep Blue B 日本アイ・ビー・エム株式会社 Deep Blue B

11

株式会社クレスコ クレスコゴルフ部

9:00

株式会社クレスコ クレスコゴルフ部

11

株式会社ツインズ チームキャタピーＢ 株式会社ツインズ チームキャタピーＢ

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』

北関東C
組合せ【7月23日（木祝）取手国際ゴルフ倶楽部　東コース】

№

1

2

3

4

5

株式会社富士通マーケティング

三菱商事株式会社

株式会社富士通マーケティング

藤井産業株式会社

リコージャパン株式会社

富国生命保険相互会社

川田テクノシステム株式会社

東京建物不動産販売株式会社

株式会社 NTTドコモ

スタート
時間

東京建物不動産販売株式会社

株式会社 NTTドコモ

株式会社三井住友銀行 SMBC2

FJMチームA

　O U T I　N

東京建物不動産販売Ａ

ドコモゴルフクラブ Bチーム

7:30

7:39

7:48

7:57

8:06
株式会社三井住友銀行 SMBC2

MC GOLF TEAM - A

FJMチームB

チームＤ

ＲＪＧ－Ａ

THE MUTUAL

V-nasClair(ビーナスクレア)

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

FJMチームA

MC GOLF TEAM - A

FJMチームB

チームＤ

ＲＪＧ－Ａ

THE MUTUAL

V-nasClair(ビーナスクレア)

東京建物不動産販売Ａ

ドコモゴルフクラブ Bチーム

株式会社富士通マーケティング

三菱商事株式会社

株式会社富士通マーケティング

藤井産業株式会社

リコージャパン株式会社

富国生命保険相互会社

川田テクノシステム株式会社

チームYS

6

宇津商事株式会社 チームＵＴＳＵ 宇津商事株式会社 チームＵＴＳＵ

6

出光興産株式会社 チームYS

8:15

出光興産株式会社

TEAM TRPX

7

エーザイ株式会社 令和も美子さん エーザイ株式会社 令和も美子さん

7

株式会社TRPX TEAM TRPX

8:24

株式会社TRPX

チームえむでぶ

8

三井住友海上火災保険株式会社 チームC 三井住友海上火災保険株式会社 チームC

8

メディカル・データ・ビジョン株式会社 チームえむでぶ

8:33

メディカル・データ・ビジョン株式会社

みずほフィナンシャルグループBチーム

9

東銀リース株式会社 BOTLマスターズ 東銀リース株式会社 BOTLマスターズ

9

みずほフィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループBチーム

8:42

みずほフィナンシャルグループ

みずほフィナンシャルグループCチーム

10

株式会社ツインズ チームキャタピーＡ 株式会社ツインズ チームキャタピーＡ

10

みずほフィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループCチーム

8:51

みずほフィナンシャルグループ

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


