
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

木内　武文 キウチ　タケフミ 藤柳　慶史 フジヤナギ　ヨシフミ

吉池　　隆 ヨシイケ　タカシ 中村　　中 ナカムラ　アタル

鈴木　由知 スズキ　ユウチ 教学　大介 キョウガク　ダイスケ

松原　　亨 マツバラ　トオル 今坂 東有吾 イマサカ　トウゴ

金子　和彦 カネコ　カズヒコ 塩谷　剛彦 シオヤ　タケヒコ

花田　健文 ハナダ　タカフミ ― ―

斎藤　浩基 サイトウ　ヒロキ 鈴木　直幹 スズキ　ナオモト

大内　純子 オオウチ　ジュンコ 犬塚 栄一朗 イヌヅカ　エイイチロウ

清田　直文 キヨタ　ナオフミ 嶋﨑　　賢 シマザキ　サトシ

関根　大輔 セキネ　ダイスケ 河野　賢治 コウノ　ケンジ

佐藤　哲生 サトウ　テツオ 中村　哲也 ナカムラ　テツヤ

岩橋　和輝 イワハシ　カズキ 山内　惠司 ヤマウチ　ケイジ

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

本多　達也 ホンダ　タツヤ 中川　直紀 ナカガワ　ナオキ

土居　秀一 ドイ　シュウイチ 爲政　淳也 タメマサ　ジュンヤ

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

田代　恒二 タシロ　コウジ 白崎　憲治 シラサキ　ケンジ

山﨑　一樹 ヤマザキ　カズキ 宮下　正俊 ミヤシタ　マサトシ

中山　寬彦 ナカヤマ　ノブヒコ 目黒　敦志 メグロ　アツシ

関口　　章 セキグチ　アキラ 進藤　伴明 シンドウ　トモアキ

藤川　敬三 フジカワ　ケイゾウ 中野　　 晃 ナカノ　アキラ

畑中　　誠 ハタナカ　マコト 森　　ゆず モリ　ユズ

園田　　有 ソノダ　タモツ 加藤　俊明 カトウ　トシアキ

岡本　雅之 オカモト　マサユキ 海津　康彦 カイヅ　ヤスヒコ

宮本　丈司 ミヤモト　タケシ 船津　康史 フナツ　ヤスシ

竹下　秀夫 タケシタ　ヒデオ 谷田　勝巳 タニダ　カツミ

並河　　悟 ナミカワ　サトシ 松本　吉貴 マツモト　ヨシタカ

木下　和也 キノシタ　カズヤ 近藤　裕孝 コンドウ　ユタカ

山口　久人 ヤマグチ　ヒサト 中村　繁明 ナカムラ　シゲアキ

山口　直志 ヤマグチ　ナオユキ 嶋村　俊夫 シマムラ　トシオ

島上　純一 シマガミ　ジュンイチ 矢吹　重雄 ヤブキ　シゲオ

小原　悌生 コハラ　ダイキ 池ノ谷 徹也 イケノヤ　テツヤ

山川　博功 ヤマカワ　ヒロノリ 片山　徹之 カタヤマ　テツシ

鳥海　宏志 トリウミ　ヒロシ 水山　英一 ミズヤマ　エイイチ

釘宮　英治 クギミヤ　エイジ 玖島　周平 クシマ　シュウヘイ

田際　裕介 タギワ　ユウスケ 山室 信太郎 ヤマムロ　シンタロウ

五十嵐 将人 イガラシ　マサト 小山内　裕 オサナイ　ヒロシ

田中　裕崇 タナカ　ヒロタカ 中島　昇吾 ナカジマ　ショウゴ

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15分以上で警告、2回目の警告もしくは前の組との間隔が
　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。

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』

圏央A
組合せ【6月12日（土）千葉よみうりカントリークラブ】

№

1

2

3

4

5

株式会社プリンスホテル

東京海上日動火災保険株式会社

株式会社プリンスホテル

江戸川化工株式会社

ほけんの窓口グループ株式会社

株式会社東栄住宅

JAセレサ川崎

株式会社東栄住宅

JAセレサ川崎

スタート
時間

株式会社東栄住宅

JAセレサ川崎

株式会社東栄住宅 Ｃチーム

なんちゃってAチーム

　O U T I　N

Ｂチーム

チームB

7:00

7:07

7:14

7:21

7:28

株式会社東栄住宅 Ｃチーム

東京海上日動火災保険株式会社

なんちゃってBチーム

江戸川化工　ゴルフ部

ほけんの窓口 ゴルフ部

Ａチーム

チームA

№

1

2

3

4

5

なんちゃってAチーム

東京海上日動火災保険株式会社

なんちゃってBチーム

江戸川化工　ゴルフ部

ほけんの窓口 ゴルフ部

Ａチーム

チームA

Ｂチーム

チームB

株式会社プリンスホテル

東京海上日動火災保険株式会社

株式会社プリンスホテル

江戸川化工株式会社

ほけんの窓口グループ株式会社

株式会社東栄住宅

JAセレサ川崎

チームC

6

正栄食品工業株式会社 team ShoEi 正栄食品工業株式会社 team ShoEi

6

JAセレサ川崎 チームC

7:42

JAセレサ川崎

ＴＣゴルフ同好会Ａ

7

Japan Battery Fund 株式会社 チームB4 Japan Battery Fund 株式会社 チームB4

7

東急建設株式会社 ＴＣゴルフ同好会Ａ

7:49

東急建設株式会社

みずほゴルフ部Aチーム

8

横浜農業協同組合 JA横浜ゴルフ部 横浜農業協同組合 JA横浜ゴルフ部

8

みずほフィナンシャルグループ みずほゴルフ部Aチーム

7:56

みずほフィナンシャルグループ

チーム2497

9

株式会社　ビィ・フォアード 前へA 株式会社　ビィ・フォアード 前へA

9

株式会社インターネットイニシアティブ チーム2497

8:03

株式会社インターネットイニシアティブ

FCGC2

10

株式会社　ビィ・フォアード 前へB 株式会社　ビィ・フォアード 前へB

10

株式会社NTTデータ・フィナンシャルコア FCGC2

8:10

株式会社NTTデータ・フィナンシャルコア

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


