
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

水野　直史 ミズノ　ナオフミ 高田　　安 タカダ　ヤスシ

小泉　正彦 コイズミ　マサヒコ 京山　幸三 キョウヤマ　コウゾウ

寺本　一仁 テラモト　カズヒト 關山　雄一 セキヤマ　ユウイチ

橋本　真明 ハシモト　マサアキ 勝部　裕司 カツベ　ユウジ

浅井　　隆 アサイ　タカシ 津下　和久 ツゲ　カズヒサ

浅井　廣志 アサイ　ヒロシ 杉本　　裕 スギモト　ユタカ

桜井　隆史 サクライ　タカシ 近藤　　敦 コンドウ　アツシ

浜口　和也 ハマグチ　カズヤ 栗山　　亮 クリヤマ　リョウ

高橋　　毅 タカハシ　ツヨシ 福岡　大城 フクオカ　ヒロキ

河辺　恵理 カワナベ　エリ 石田 健太郎 イシダ　ケンタロウ

小西　泰重 コニシ　ヤスシゲ 廣江　正之 ヒロエ　マサユキ

河原　康生 カワハラ　ヤスオ 塩津　晋也 シオツ　シンヤ

武田　和徳 タケダ　カズノリ 小笠原　航 オガサワラ　ワタル

橋谷　有造 ハシヤ　ユウゾウ 白木　悠貴 シラキ　ヒロタカ

福島　健次 フクシマ　ケンジ 風間　英樹 カザマ　ヒデキ

竹原　　慎 タケハラ　マコト 金子 真由美 カネコ　マユミ

堀岡　準司 ホリオカ　ジュンジ 齋藤　哲也 サイトウ　テツヤ

宇田　直寛 ウダ　ナオヒロ 大村　　誠 オオムラ　マコト

相原　一雄 アイハラ　カズオ 藤井　雅美 フジイ　マサミ

十河　宏邦 ソゴウ　ヒロクニ 佐伯　貴志 サエキ　タカシ

江口　幸秀 エグチ　ユキヒデ 市川　寛素 イチカワ　ヒロモト

田渕　恭平 タブチ　キョウヘイ 田嶋　幹大 タジマ　トモヒロ

笠原　和彦 カサハラ　カズヒコ 反町　希一 ソリマチ　キイチ

今井　　衛 イマイ　エイ 金子 　丈士 カネコ　タケシ

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

山口　貴弘 ヤマグチ　タカヒロ 中井　　陸 ナカイ　リク

三本木　晃 サンボンギ　ヒカル  鹿住　勇介 カズミ　ユウスケ

林　　哲也 ハヤシ　テツヤ 竹井　　譲 タケイ　ユタカ

木幡　　仁 コワタ　ヒトシ 伊藤　宏剛 イトウ　ヒロタケ

岩切　秀典 イワキリ　ヒデノリ 中川　雄吾 ナカガワ　ユウゴ

野口　大樹 ノグチ　ダイキ 嶺井　和彦 ミネイ　カズヒコ

三田　大明 ミタ　ヒロアキ 久保田 秀尚 クボタ　ヒデナオ

朝倉　　守 アサクラ　マモル 倉本　　潤 クラモト　ジュン

稲田　一彦 イナダ　カズヒコ 守谷　大輔 モリヤ　ダイスケ

喜田 敬太郎 キダ　ケイタロウ 武居　大介 タケイ　ダイスケ

岩島　紀枝 イワシマ　ノリエ 野村　浩樹 ノムラ　コウキ

岡田　　浩 オカダ　ヒロシ 中川　幸一 ナカガワ　コウイチ

大城 遼太郎 オオシロ　リョウタロウ 梅澤　清一 ウメザワ　セイイチ

岸間　　匠 キシマ　タクミ 安藤　研一 アンドウ　ケンイチ

福田　裕子 フクダ　ユウコ 平山　隆道 ヒラヤマ　リュウドウ

- - 森　　大輔 モリ　ダイスケ

古川　雅也 フルカワ　マサヤ 林　　潤二 ハヤシ　ジュンジ

平塚　　聡 ヒラツカ　サトシ 松田　力夫 マツダ　リキオ

鈴木　勝也 スズキ　カツヤ 菅谷　　遼 スガヤ　リョウ

吉田　有三 ヨシダ　ユウゾウ 内川　　啓 ウチカワ　ケイ

坂東　法隆 バンドウ　ノリタカ 夏井　　崇 ナツイ　タカシ

桜井　慶和 サクライ　ヨシカズ 梅本　　琢 ウメモト　タク

後藤　浩樹 ゴトウ　ヒロキ 安田　正英 ヤスダ　マサヒデ

榎本　政法 エノモト　マサノリ 宮本　直弥 ミヤモト　ナオヤ

高井　英行 タカイ　ヒデユキ 森脇　新也 モリワキ　シンヤ

野井　俊聡 ノイ　トシソウ 青柳 陽一郎 アオヤギ　ヨウイチロウ

稲木　鉄志 イナキ　テツジ 永野　雄亮 ナガノ　ユウスケ

永野　　徹 ナガノ　トオル 塚田　圭司 ツカダ　ケイジ

平岩　光現 ヒライワ　ミツアキ 前田　鎮男 マエダ　シズオ

石原　哲也 イシハラ　テツヤ 山口 林太郎 ヤマグチ　リンタロウ

岡田　　崇 オカダ　タカシ 端　　直人 ハシ　ナオト

森　祐太朗 モリ　ユウタロウ 宮林　政好 ミヤバヤシ　マサヨシ

西村　考史 ニシムラ　タカシ 塩津　匡昭 シオツ　マサアキ

丸山　忠士 マルヤマ　タダシ 桐原　　朗 キリハラ　アキ

山崎　　仁 ヤマザキ　ヒトシ 糸井　良徳 イトイ　ヨシノリ

日髙　源太 ヒダカ　ゲンタ 大中道 康浩 オオナカドウ　ヤスヒロ

小林　正郎 コバヤシ　マサオ 浜辺　秀樹 ハマベ　ヒデキ

能戸　貴史 ノト　タカノリ 珍田　充久 チンダ　ミツヒサ

八木　公彦 ヤギ　キミヒコ 樋口　喜禎 ヒグチ　ヨシサダ

増田　　敦 マスダ　アツシ 常山　洋佑 ツネヤマ　ヨウスケ

堀　　明生 ホリ　アキオ 中田　秀樹 ナカタ　ヒデキ

石黒 基二郎 イシグロ　モトジロウ 小島　一馬 コジマ　カズマ

小石　孝之 コイシ　タカユキ 檜垣　峰男 ヒガキ　ミネオ

楳原　尚宏 ウメハラ　ナオヒロ 斎田　貴雄 サイタ　タカオ

野田　泰生 ノダ　ヤスオ 中塚　功二 ナカツカ　コウジ

佐藤　聖児 サトウ　セイジ 遠藤　大介 エンドウ　ダイスケ

平田　拓也 ヒラタ　タクヤ  目崎　　潤 メザキ　ジュン

寺島　久史 テラシマ　ヒサシ 永田　有広 ナガタ　アリヒロ

大村　　勁 オオムラ　ツヨシ 宗像　幸治 ムネカタ　コウジ

買手　徳唯 カイテ　ノリタダ 髙山　　聡 タカヤマ　サトシ

大塚　邦彦 オオツカ　クニヒコ 青柳　　剛 アオヤギ　ゴウ

太田　僚平 オオタ　リョウヘイ 井上 裕太郎 イノウエ　ユウタロウ

野中　聖仁 ノナカ　マサヒト 岸田　佑典 キシダ　ユウスケ

若木　孝優 ワカキ　タカマサ 副島 浩一郎 ソエジマ コウイチロウ

10:16

10:24

10:32

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

第20回RELO CLUB 全日本企業対抗ゴルフトーナメント
『リクルートCUP2021　夏季団体戦』

南関東地区決勝
組合せ【8月15日（日）東急セブンハンドレッドクラブ　東コース】

9:04

9:12

9:20

9:28

9:36

9:44

9:52

10:00

10:08

ＩＮ
スタート時間

8:00

8:08

8:16

8:24

8:32

8:40

8:48

8:56

チームnonn

株式会社野村総合研究所 NAG-F 株式会社野村総合研究所 NAG-F

10

出光興産株式会社 チームnonn

東京建物不動産販売 【南関東B 第8位】

【南関東C 第18位】株式会社 日本都市 株式会社 日本都市 株式会社 日本都市 株式会社 日本都市

8

東京建物不動産販売株式会社 東京建物不動産販売

9:12

出光興産株式会社【南関東B 第11位】

【南関東C 第7位】

【南関東B 第11位】

【南関東C 第7位】

チーム街

三井物産株式会社 三井物産ゴルフ部A 三井物産株式会社 三井物産ゴルフ部A

9

株式会社シティコミュニケーションズ チーム街

9:04

株式会社シティコミュニケーションズ【南関東B 第7位】

【南関東C 第10位】

【南関東B 第7位】

【南関東C 第10位】

8:56

東京建物不動産販売株式会社【南関東B 第8位】

【南関東C 第18位】

Team ebisu

楽天グループ株式会社 R: Albatross 楽天グループ株式会社 R: Albatross

7

株式会社インターファクトリー Team ebisu

8:48

株式会社インターファクトリー【南関東B 第9位】

【南関東C 第19位】

【南関東B 第9位】

【南関東C 第19位】

ペイレンジャー

楽天グループ株式会社 R: Birdie 楽天グループ株式会社 R: Birdie

6

株式会社ゆうちょ銀行 ペイレンジャー

8:40

株式会社ゆうちょ銀行【南関東A 第7位】

【南関東C 第17位】

【南関東A 第7位】

【南関東C 第17位】

ファイヤーファイターズ

BMSゴルフ部

チーム浅井

チームＯＴＳ

GB1

スケールSチーム

R: Eagle

GB2

チームA

FBGC Bチーム 【南関東C 第22位】

【南関東C 第13位】

【南関東C 第4位】

【南関東C 第6位】

【南関東C 第8位】

【南関東C 第21位】SCSK株式会社

AIG損害保険株式会社

ＯＵＴ
スタート時間

1

2

3

4

5

マレリ株式会社

ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社

株式会社浅井

株式会社大塚商会

SCSK株式会社

武田薬品工業株式会社

楽天グループ株式会社

SCSK株式会社

AIG損害保険株式会社

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

BMSゴルフ部

チーム浅井

チームＯＴＳ

GB1

スケールSチーム

№

武田薬品工業株式会社

楽天グループ株式会社

8:32

【南関東C 第21位】

【南関東A 第5位】

【南関東C 第22位】

マレリ株式会社

ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社

株式会社浅井

株式会社大塚商会

FBGC Bチーム

チームA

GB2

9:20

出光興産株式会社 チームYTR

ＯＵＴ ＩＮ

【南関東A 第4位】

【南関東B 第6位】

【南関東B 第4位】

【南関東C 第13位】

【南関東C 第4位】

【南関東C 第6位】

【南関東C 第8位】

【南関東A 第4位】

【南関東B 第6位】

【南関東B 第4位】

R: Eagle

8:00

8:08

8:16

8:24

【南関東A 第5位】

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

ファイヤーファイターズ

SCSK株式会社

株式会社トータル保険サービス ＴＯＴＡＬ　ＮＯ．１ 株式会社トータル保険サービス ＴＯＴＡＬ　ＮＯ．１

【南関東A 第10位】

【南関東C 第5位】

【南関東A 第10位】

【南関東C 第5位】

12

出光興産株式会社 チームS 【南関東C 第12位】

【南関東A 第3位】

11

出光興産株式会社 チームYTR

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 ADゴルフ部

【南関東A 第8位】

【南関東C 第2位】

9:28

出光興産株式会社 チームS

みずほフィナンシャルグループ みずほ銀行Bチーム みずほフィナンシャルグループ みずほ銀行Bチーム

【南関東C 第12位】

【南関東A 第3位】

【南関東A 第8位】

【南関東C 第2位】

14

ヨネックス株式会社 ブルーチーム

9:44

ヨネックス株式会社 ブルーチーム

JCOM株式会社 チームZAQ JCOM株式会社 チームZAQ

【南関東C 第16位】

【南関東B 第3位】

【南関東C 第16位】

【南関東B 第3位】

13

出光興産株式会社 Team PLS

9:36

出光興産株式会社 Team PLS

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 ADゴルフ部

9:52

戸田建設株式会社 チームＴＯＤＡ－Ｂ

三菱商事ライフサイエンス株式会社 ＭＣＬＳ 三菱商事ライフサイエンス株式会社 ＭＣＬＳ

【南関東C 第11位】

【南関東A 第2位】

10:00

株式会社 三井住友銀行 SMBC1

ウチダエスコ株式会社 Team ESCO ウチダエスコ株式会社 Team ESCO

【南関東C 第20位】

【南関東A 第6位】

【南関東C 第14位】

【南関東C 第3位】

【南関東C 第11位】

【南関東A 第2位】

16

株式会社 三井住友銀行 SMBC1 【南関東C 第20位】

【南関東A 第6位】

15

戸田建設株式会社 チームＴＯＤＡ－Ｂ

【南関東C 第14位】

【南関東C 第3位】

【南関東B 第2位】

【2020南関東 第1位】

17

ホーチキ株式会社 ホーチキ Aチーム

10:08

ホーチキ株式会社 ホーチキ Aチーム

伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 Bチーム

18

BPカストロール株式会社 チームA

10:16

BPカストロール株式会社 チームA

大成建設株式会社 大成建設ゴルフ部 大成建設株式会社 大成建設ゴルフ部

【南関東B 第2位】

【2020南関東 第1位】

伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 Bチーム

10:24

株式会社 三井住友銀行 SMBC0

株式会社 NITTAI グランツ 株式会社 NITTAI グランツ

【2020南関東 第3位】

【2020南関東 第2位 】

【2020南関東 第3位】

【2020南関東 第2位 】

三菱商事株式会社 MC GOLF TEAM A 三菱商事株式会社 MC GOLF TEAM A

【南関東A 第1位】

【南関東C 第1位】

【南関東A 第1位】

【南関東C 第1位】

19

株式会社 三井住友銀行 SMBC0

20

加賀電子株式会社 TAXAN　FYT

10:32

加賀電子株式会社 TAXAN　FYT

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。

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


