
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

高木　大器 タカギ　タイキ 木所　隆介 キドコロ　リュウスケ

高木　大蔵 タカギ　ダイゾウ 高島 祐一郎 タカシマ ユウイチロウ

松下 幸之助 マツシタ　コウノスケ 冨士川 賢治 フジカワ　ケンジ

桐井　篤史 キリイ　アツシ 菊田　聖慈 キクタ　セイジ

楊　　本浩 ヤン　ベンホウ 根本　道之 ネモト　ミチユキ

浅野 正太郎 アサノ　ショウタロウ 眞鳥　　翔 マトリ　ショウ

江口　幸秀 エグチ　ユキヒデ 永田　有広 ナガタ　アリヒロ

田渕　恭平 タブチ　キョウヘイ 寺島　久史 テラシマ　ヒサシ

加藤 満春雄 カトウ　マスオ 新井　大輝 アライ　ダイキ

角田　　舜 ツノダ　シュン 浅川　忠史 アサカワ　タダシ

佐々木　学 ササキ　マナブ 白木　悠貴 シラキ　ヒロタカ

坂井　剛善 サカイ　タケヨシ 笠原　和彦 カサハラ　カズヒコ

相澤　直哉 アイザワ　ナオヤ 橋本　康一 ハシモト　コウイチ

八十科　隼 ヤソシナ　ハヤト 武部　篤始 タケベ　アツシ

竹岡　義則 タケオカ　ヨシノリ 朝倉　　守 アサクラ　マモル

― ― 久保田 秀尚 クボタ　ヒデナオ

岡崎　伸一 オカザキ　シンイチ 木村　浩司 キムラ　コウジ

渡辺　研吾 ワタナベ　ケンゴ 竹本　　純 タケモト　ジュン

富田　圭吾 トミタ　ケイゴ 長堀　大道 ナガホリ　マサミチ

生永　幸嗣 イクナガ　ユキツグ 須山　祐介 スヤマ　ユウスケ

山田　高史 ヤマダ　タカシ 藤原　孝弘 フジワラ　タカヒロ

東　　肇 ヒガシ　ハジメ 知崎　貴弘 チサキ　タカヒロ

稲木　鉄志 イナキ　テツジ 江口　裕章 エグチ　ヒロアキ

永野　雄亮 ナガノ　ユウスケ 西岡　公久 ニシオカ　キミヒサ

木村　暢臣 キムラ　ノブオミ 丸谷　勝己 マルタニ　カツミ

榎本　　剛 エノモト　ゴウ 小松　栄一 コマツ　エイイチ

内野　隆浩 ウチノ　タカヒロ 清水　勝利 シミズ　カツトシ

山田　泰之 ヤマダ　ヤスユキ 宇佐美　清 ウサミ　キヨシ

小石　孝之 コイシ　タカユキ 吉田　達弘 ヨシダ　タツヒロ

楳原　尚宏 ウメハラ　ナオヒロ 菊池　祐菜 キクチ　ユウナ

岩橋　雅一 イワハシ　マサカズ 細見　幸信 ホソミ　ユキノブ

木下　雅大 キノシタ　マサヒロ 大塚　直哉 オオツカ　ナオヤ

堀　　明生 ホリ　アキオ ― ―

石黒 基二郎 イシグロ　モトジロウ 守谷 日出刀 モリヤ　ヒデト

佐久間　玲 サクマ　アキラ 斉藤　淳二 サイトウ　ジュンジ

太田　知倫 オオタ　トモミチ 塩谷　啓二 シオタニ　ケイジ

加藤　幸男 カトウ　ユキオ 岩島　紀枝 イワシマ　ノリエ

園田　泰之 ソノダ　タイジ 宇井　直義 ウイ　ナオヨシ

小西　敏彦 コニシ　トシヒコ 古橋　哲也 フルハシ　テツヤ

石田　剛啓 イシダ　タカヒロ 嶋田 真由美 シマダ　マユミ

山田　英憲 ヤマダ　ヒデノリ 菊池　　祐 キクチ　ユウ

金山　仁明 カナヤマ　マサアキ 汲田　稔尚 クミタ　トシナオ

相原　一雄 アイハラ　カズオ 長谷　容子 ハセ　ヨウコ

宮内　　浩 ミヤウチ　ヒロシ 内薗　　薫 ウチゾノ　カオル

熊谷　久志 クマガイ　ヒサシ 木田　良太 キダ　リョウタ

渡邉　和隆 ワタナベ　カズタカ 本郷　順三 ホンゴウ　ジュンゾウ

佐藤　哲生 サトウ　テツオ 野中　聖仁 ノナカ　マサヒト

岩橋　和輝 イワハシ　カズキ 髙安　裕太 タカヤス　ユウタ

平岩　光現 ヒライワ　ミツアキ 鬼束　晃司 オニツカ　コウジ

石原　哲也 イシハラ　テツヤ 黒田　恭司 クロダ　キョウジ

髙垣　浩一 タカガキ　ヒロカズ 垰田　幸治 タオダ　コウジ

秋山　　裕 アキヤマ　ユタカ 露口　賢一 ツユグチ　ケンイチ

久保田 幹也 クボタ　ミキヤ 都　　和馬 ミヤコ　カズマ

上村　隆明 ウエムラ　タカアキ 北山 健太郎 キタヤマ　ケンタロウ

嶋野　　洋 シマノ　ヒロシ 山浦　成次 ヤマウラ　セイジ

鯉江　亮輔 コイエ　リョウスケ 佐々木 三智男 ササキ　ミチオ

伊藤　知彦 イトウ　トモヒコ 大塚　邦彦 オオツカ　クニヒコ

高橋　　毅 タカハシ　ツヨシ 太田　僚平 オオタ　リョウヘイ

久米　洋平 クメ　ヨウヘイ 小杉　康之 コスギ　ヤスユキ

板倉　佑多 イタクラ　ユウタ 小杉　康太 コスギ　コウタ

伏原　　直 フシハラ　スナオ

坪田　康弘 ツボタ　ヤスヒロ

南原　　康 ナンバラ　ヤスシ

阿部 莞太郎 アベ　カンタロウ

【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】

【中部地区決勝 第7位】

【中国九州地区決勝 第8位】

【西近畿地区決勝 第3位】

【圏央地区決勝 第4位】

【中部地区決勝 第8位】

【西近畿地区決勝 第7位】

16

センコー株式会社 センコー株式会社Bチーム

　O U T I　N

【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】

【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】

BIKO

三位一体（Ａ）

ペイレンジャー

JBS Aチーム

JRI西

KGT

9:20 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

センコー株式会社 センコー株式会社Aチーム

9:12

加賀電子株式会社 TAXAN　FYT

15

株式会社 豊田自動織機 TICO高浜 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

【2020全国決勝 第5位】

【中部地区決勝 第1位】

【南関東地区決勝③ 第1位】

【2020全国決勝 優勝】

14

花王株式会社 すみだゴルフ部A

9:04

センコー株式会社 センコーゴルフ部

14

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

【北関東地区決勝 第2位】

【中部地区決勝 第5位】

【2020全国決勝 準優勝】

【北関東地区決勝 第7位】

13

JCOM株式会社 チームZAQ

8:56

日本アイ・ビー・エム株式会社 DeepBlue A

13

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

【南関東地区決勝③ 第3位】

【2020全国決勝 第7位】

【圏央地区決勝 第2位】

【西近畿地区決勝 第1位】

12

株式会社ホロスプランニング 将来設計士

8:48

株式会社長谷工コーポレーション ハセコー2

12

株式会社東栄住宅 Ａチーム 三菱商事株式会社 MC GOLF TEAM A

【2020全国決勝 第9位】

【圏央地区決勝 第3位】

【東近畿地区決勝 第10位】

【南関東地区決勝② 第2位】

11

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

8:40

アーレックス株式会社 Aチーム

11

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 日本アイ・ビー・エム株式会社 IBM Golf Ladies

【北関東地区決勝 第6位】

【南関東地区決勝② 第1位】

【2020全国決勝 第6位】

【北関東地区決勝 第4位】

株式会社 エープル Team AKA

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　高松コース】

№

1

2

3

4

5

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

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

スタート
時間

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

株式会社野村総合研究所 NAG-S

慶州金

チームライズ

在日米陸軍キャンプ座間基地管理本部

7:20

7:28

7:36

7:44

7:52

【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】

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

チームＸ

座土下座

DUNLOP

SMBC0

Ｄチーム

R: Eagle

PJ

チーム街

PKW48

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

SOC100%

6

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

6

トヨタ車体株式会社 トヨタ車体

8:00

トヨタ自動車株式会社【中部地区決勝 第5位】

【南関東地区決勝① 第4位】

DNGS Aチーム

7

JAセレサ川崎 チームA 株式会社 野村総合研究所 Aチーム

7

エーザイ株式会社 元気出していきましょう

8:08

ダイハツ工業株式会社【北関東地区決勝 第13位】

【圏央地区決勝 第8位】

ヤマガタヤゴルフ部Aチーム

8

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

8

BPカストロール株式会社 チームA

8:16

株式会社ヤマガタヤ【南関東地区決勝② 第4位】

【圏央地区決勝 第7位】

チームＡ

9

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

9

伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 Bチーム

8:24

パナソニックホームズ株式会社【南関東地区決勝② 第3位】

【北関東地区決勝 第1位】

【中部地区決勝 第3位】

【圏央地区決勝 第11位】

チームK

10

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 株式会社NTTドコモ ドコモゴルフクラブBチーム

10

株式会社味咲 チームミサキA

8:32

出光興産株式会社【中国九州地区決勝 第12位】

【圏央地区決勝 第5位】

【2020全国決勝 第8位】

【北関東地区決勝 第5位】

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


