
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

今泉　祐二 イマイズミ　ユウジ 高木　　勲 タカギ　イサオ

加藤　　努 カトウ　ツトム 高木　恵美 タカギ　エミ

濱田　隆弘 ハマダ　タカヒロ　 今村　成吾 イマムラ　セイゴ

浦杉　和義 ウラスギ　カズヨシ 蔵田 外志男 クラタ　トシオ

津島　奈美 ツシマ　ナミ 与儀　大輔 ヨギ　ダイスケ

髙津　和美 コウヅ　カズミ 箱川　　亮 ハコガワ　リョウ

 目崎　　潤 メザキ　ジュン 市川　寛素 イチカワ　ヒロモト

平田　拓也 ヒラタ　タクヤ 菱沼　美子 ヒシヌマ　ヨシコ

関　　勝利 セキ　カツトシ 加田　隆明 カダ　タカアキ

藤井　進吾 フジイ　シンゴ 永原　昌哉 ナガハラ　マサヤ

武田　和徳 タケダ　カズノリ 三鴨　裕二 ミカモ　ユウジ

橋谷　有造 ハシヤ　ユウゾウ 山本　真永 ヤマモト　マサナガ

市橋　直貴 イチハシ　ナオキ 丸山　恵吾 マルヤマ　ケイゴ

伊藤　健也 イトウ　ケンヤ 石井　宏貴 イシイ　ヒロキ

三田　大明 ミタ　ヒロアキ 藤井　淳史 フジイ　アツシ

倉本　　潤 クラモト　ジュン 川人　良香 カワヒト　ヨシカ

小椋　廣昭 オグラ　ヒロアキ 島﨑　健一 シマザキ　ケンイチ

山口　　暁 ヤマグチ　サトル 井上　貴浩 イノウエ　タカヒロ

大城 遼太郎 オオシロ　リョウタロウ 安藤　英基 アンドウ　ヒデキ

福田　慎吾 フクダ　シンゴ 金子　純也 カネコ　ジュンヤ

黒木　　格 クロキ　イタル 大村　真一 オオムラ　シンイチ

大井　智明 オオイ　トモアキ 西濱　達郎 ニシハマ　タツオ

松本　光博 マツモト　ミツヒロ 塚田　圭司 ツカダ　ケイジ

石田　英之 イシダ　ヒデユキ 永野　　徹 ナガノ　トオル

松木　卓茂 マツキ　タクモ 及川　良三 オイカワ　リョウゾウ

岡田　圭司 オカダ　ケイジ 上村　恵吾 カミムラ　ケイゴ

吉積　　潔 ヨシヅミ　キヨシ 白井　克典 シライ　カツノリ

嶌田　兼光 シマダ　カネミツ 杉本　光弘 スギモト　ミツヒロ

井上　幹朗 イノウエ　ミキオ 斎田　貴雄 サイタ　タカオ

福田　芳彦 フクタ　ヨシヒコ ― ―

大迫　裕朗 オオサコ　ヒロアキ 岩橋　史弥 イワハシ　フミヤ

渋谷　秀勝 シブヤ　ヒデカツ 中井　康之 ナカイ　ヤスユキ

乾　　哲哉 イヌイ　テツヤ 中田　秀樹 ナカタ　ヒデキ

片山　智有 カタヤマ　トシクニ 小島　一馬 コジマ　カズマ

納　　正宜 オサメ　マサノリ 重田　浩司 シゲタ　コウジ

鈴木　　篤 スズキ　アツシ 中山　文男 ナカヤマ　フミオ

内川　　啓 ウチカワ　ケイ 岩下　一樹 イワシタ　イツキ

増田　哲也 マスダ　テツヤ 松村　弘治 マツムラ　コウジ

木道　俊一 キドウ　シュンイチ 古屋　　淳 フルヤ　ジュン

井手口 和朗 イデグチ　カズアキ 遠山　敏正 トオヤマ　トシマサ

上野　惣一 ウエノ　ソウイチ 野口　　靖 ノグチ　ヤスシ

山腰　員令 ヤマコシ　カズナリ ラケシュ ティムシナ ラケシュ ティムシナ

石川　隆子 イシカワ　タカコ 十河　宏邦 ソゴウ　ヒロクニ

新井　徳子 アライ　ノリコ 佐伯　貴志 サエキ　タカシ

津坂　英二 ツサカ　エイジ 浦野　陽介 ウラノ　ヨウスケ

佐々木　優 ササキ　マサル 上畑　忠之 ウエハタ　タダユキ

木全　　優 キマタ　ユウ 山内　惠司 ヤマウチ　ケイジ

岸田　佑典 キシダ　ユウスケ 爲政　淳也 タメマサ　ジュンヤ

谷地　秀信 ヤチ　ヒデノブ 前田　鎮男 マエダ　シズオ

安嶋　大祐 ヤスジマ　ダイスケ 山口 林太郎 ヤマグチ　リンタロウ

稲垣　康治 イナガキ　コウジ 樋田　　真 トヨダ　マコト

吉國　健二 ヨシクニ　ケンジ 堀田 実佐子 ホッタ　ミサコ

濵田　拓也 ハマダ　タクヤ 大崎　雅之 オオサキ　マサユキ

石塚　祥成 イシヅカ　ヨシナリ 青戸 遼市朗 アオト　リョウイチロウ

― ― 南部　久典 ナンブ　ヒサノリ

栁澤　義直 ヤナギサワ　ヨシナオ 伊藤　道弘 イトウ　ミチヒロ

青柳　　剛 アオヤギ　ゴウ 竹谷　　聡 タケタニ　サトシ

井上 裕太郎 イノウエ　ユウタロウ 塚野　元基 ツカノ　モトキ

小杉　堅太 コスギ　ケンタ 桂川　博行 カツラガワ　ヒロユキ

小杉　竜三 コスギ　リュウゾウ 丸山　純志 マルヤマ　アツシ

伊達　真一 ダテ　シンイチ

― ―

青木　基和 アオキ　モトカズ

関田　強志 セキタ　ツヨシ

【東近畿地区決勝 第5位】

【圏央地区決勝 第10位】

【北関東地区決勝 第9位】

【中部地区決勝 第5位】

【南関東地区決勝① 第4位】

【北関東地区決勝 第13位】

【圏央地区決勝 第8位】

【南関東地区決勝② 第4位】

【圏央地区決勝 第7位】

　O U T I　N

【北関東地区決勝 第3位】

【中国九州地区決勝 第6位】

【西近畿地区決勝 第4位】

【南関東地区決勝① 第1位】

【北関東地区決勝 第10位】

【南関東地区決勝① 第2位】

【北関東地区決勝 第11位】

【北日本予選 第1位】

【東近畿地区決勝 第9位】

【圏央地区決勝 第6位】

【南関東地区決勝② 第5位】

【北関東地区決勝 第14位】

【西近畿地区決勝 第6位】

【中部地区決勝 第4位】
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16 9:20

センコー株式会社 センコー株式会社Bチーム

16

丸紅株式会社 丸紅相互会ゴルフ部

【東近畿地区決勝 第1位】

【圏央地区決勝 第1位】

15

加賀電子株式会社 TAXAN　FYT

9:12

センコー株式会社 センコー株式会社Aチーム

15

株式会社コスギ不動産ホールディングス コスギ不動産HD チームA 株式会社 豊田自動織機 TICO高浜

【南関東地区決勝③ 第1位】

【2020全国決勝 優勝】

【2020全国決勝 第5位】

【中部地区決勝 第1位】

14

センコー株式会社 センコーゴルフ部

9:04

花王株式会社 すみだゴルフ部A

14

株式会社 高見沢サイバネティックス チーム サイバネ 株式会社 豊田自動織機 TICO東浦

【2020全国決勝 準優勝】

【北関東地区決勝 第7位】

【北関東地区決勝 第2位】

【中部地区決勝 第5位】

13

日本アイ・ビー・エム株式会社 DeepBlue A

8:56

JCOM株式会社 チームZAQ

13

株式会社長谷工コーポレーション ハセコー1 ソニーグループ株式会社 XPERIA 1

【圏央地区決勝 第2位】

【西近畿地区決勝 第1位】

【南関東地区決勝③ 第3位】

【2020全国決勝 第7位】

12

株式会社長谷工コーポレーション ハセコー2

8:48

株式会社ホロスプランニング 将来設計士

12

三菱商事株式会社 MC GOLF TEAM A 株式会社東栄住宅 Ａチーム

【東近畿地区決勝 第10位】

【南関東地区決勝② 第2位】

【2020全国決勝 第9位】

【圏央地区決勝 第3位】

11

アーレックス株式会社 Aチーム

8:40

日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社 チームT

11

日本アイ・ビー・エム株式会社 IBM Golf Ladies 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 FBGC Bチーム

【2020全国決勝 第6位】

【北関東地区決勝 第4位】

【北関東地区決勝 第6位】

【南関東地区決勝② 第1位】

株式会社野村総合研究所 NAG-S

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』

全国決勝大会
組合せ【1月29日（土）静岡カントリー浜岡コース＆ホテル　小笠コース】

№

1

2

3

4

5

音羽グループ

小波瀬病院

住友ゴム工業株式会社

株式会社 三井住友銀行

藤井産業株式会社

楽天グループ株式会社

ファイザー株式会社

株式会社シティコミュニケーションズ

パナソニック株式会社 加西事業所

スタート
時間

株式会社ライズコーポレーション

在日米陸軍キャンプ座間基地管理本部

株式会社 エープル Team AKA

チームＸ

チーム街

PKW48

7:20

7:28

7:36

7:44

7:52

【南関東地区決勝① 第3位】

【西近畿地区決勝 第5位】

【圏央地区決勝 第9位】

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

慶州金

BIKO

三位一体（Ａ）

ペイレンジャー

JBS Aチーム

JRI西

KGT

チームライズ

在日米陸軍キャンプ座間基地管理本部

株式会社ＦＤＳホールディングス

株式会社ビコー

株式会社ビジネスブレイン太田昭和

株式会社ゆうちょ銀行

日本ビジネスシステムズ株式会社

株式会社日本総合研究所

株式会社キーエンス

トヨタ車体

6

戸田建設株式会社 九州支店 チームTODA ヨネックス株式会社 ブルーチーム

6

トヨタ自動車株式会社 SOC100%

8:00

トヨタ車体株式会社【中部地区決勝 第7位】

【中国九州地区決勝 第8位】

元気出していきましょう

7

株式会社 野村総合研究所 Aチーム JAセレサ川崎 チームA

7

ダイハツ工業株式会社 DNGS Aチーム

8:08

エーザイ株式会社【西近畿地区決勝 第3位】

【圏央地区決勝 第4位】

チームA

8

株式会社毎日放送 チームよんチャンＴＶ 株式会社イワハシエキスプレス チームワン

8

株式会社ヤマガタヤ ヤマガタヤゴルフ部Aチーム

8:16

BPカストロール株式会社【中部地区決勝 第8位】

【西近畿地区決勝 第7位】

Bチーム

9

ソニーグループ株式会社 XPERIA 5 株式会社湘南カントリークラブ 湘南CC

9

パナソニックホームズ株式会社 チームＡ

8:24

伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社【中部地区決勝 第3位】

【圏央地区決勝 第11位】

【南関東地区決勝② 第3位】

【北関東地区決勝 第1位】

チームミサキA

10

株式会社NTTドコモ ドコモゴルフクラブBチーム 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 FBGC Aチーム

10

出光興産株式会社 チームK

8:32

株式会社味咲【2020全国決勝 第8位】

【北関東地区決勝 第5位】

【中国九州地区決勝 第12位】

【圏央地区決勝 第5位】

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


