
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

川口　智也 カワグチ　トモヤ 荻上　哲平 オギウエ　テッペイ

小磯　択二 コイソ　タクジ 加屋野  一建 カヤノ　カズタケ

木村 良一郎 キムラ　リョウイチロウ 床尾　建郎 トコオ　タツオ

高橋　利美 タカハシ　トシミ 猪俣　　覚 イノマタ　サトル

田村　浩司 タムラ　コウジ 冨倉　大樹 トミクラ　ヒロキ

丸山　修護 マルヤマ　シュウゴ 湯浅　風太 ユアサ　フウタ

桑野　慎吾 クワノ　シンゴ 片山　勝司 カタヤマ　カツジ

三宅　正也 ミヤケ　マサヤ 野中　　学 ノナカ　マナブ

浜野　政久 ハマノ　マサヒサ 加藤　達章 カトウ　タツアキ

福井　慶介 フクイ　ケイスケ 篠田　雄太 シノダ　ユウタ

神田　泰寿 カンダ　ヤストシ 赤松　由雅 アカマツ　ヨシタダ

松本　伸夫 マツモト　ノブオ 中村　　進 ナカムラ　ススム

中野　　修 ナカノ　オサム 石崎　弘行 イシザキ　ヒロユキ

久米川 誠史 クメガワ　セイジ 西村　　強 ニシムラ　オサム

堀井　清史 ホリイ　キヨシ 川合　隆典 カワイ　タカノリ

吉井　靖二 ヨシイ　セイジ 矢村　浩行 ヤムラ　ヒロユキ

長谷川 晃平 ハセガワ　コウヘイ 白木　秀幸 シラキ　ヒデユキ

大橋　正典 オオハシ　マサノリ 西　　輝樹 ニシ　テルキ

尾崎　貴裕 オザキ　タカヒロ 瀬滝　　雅 セタキ　マサシ

駒村　　厚 コマムラ　アツシ 谷川　茂忠 タニガワ　シゲノリ

森　　清司 モリ　キヨシ 樋口　智仁 ヒグチ　トモヒト

野村　健一 ノムラ　ケンイチ 川北　英治 カワキタ　エイジ

林　　英哲 ハヤシ　エイテツ 寺井　健二 テライ　ケンジ

古澤　　成 フルサワ　アキラ 大原　　章 オオハラ　アキラ

伊藤　正幸 イトウ　マサユキ 瀧川　　誠 タキガワ　マコト

田口　裕基 タグチ　ユウキ 岩﨑 功次郎 イワサキ　コウジロウ

清水　克能 シミズ　カツヨシ 渡邉　二三照 ワタナベ　フミテル

井上　和軌 イノウエ　カズキ 上田　元樹 ウエダ　モトキ

本田　威仁 ホンダ　タケジ 本多　勇輝 ホンダ　ユウキ

藤澤　重孝 フジサワ　シゲタカ 高村　幸男 タカムラ　ユキオ

徳井　康裕 トクイ　ヤスヒロ 北川　昇一 キタガワ　ショウイチ

吉村　久一 ヨシムラ　ヒサカズ 山口　雅也 ヤマグチ　マサヤ

川口　靖弘 カワグチ　ヤスヒロ 松田　裕光 マツダ　ヒロミツ

福原　文人 フクハラ　フミト 栗本　裕厳 クリモト　ヒロタカ

中井　祥貴 ナカイ　ショウキ 喜多　章浩 キタ　アキヒロ

和田　隆司 ワダ　リュウジ 深井　雅人 フカイ　マサヒト

藤井　淳史 フジイ　アツシ 竹岡　義則 タケオカ　ヨシノリ

川人　良香 カワヒト　ヨシカ 松岡　良浩 マツオカ　ヨシヒロ

松下 幸之助 マツシタ　コウノスケ 今村　成吾 イマムラ　セイゴ

桐井　篤史 キリイ　アツシ 蔵田 外志男 クラタ　トシオ

西片　宏哉 ニシカタ　ヒロヤ 森見　二也 モリミ　ツギヤ

的場　智彦 マトバ　トモヒコ 大蔵　研一 オオクラ　ケンイチ

平井　　晃 ヒライ　アキラ 打出　孝一 ウチデ　コウイチ

鈴木　孝成 スズキ　タカノリ 橋本　賢吉 ハシモト　マサヨシ

鳴海　賢一 ナルミ　ケンイチ 菅沼　裕二 スガヌマ　ユウジ

西村　光弘 ニシムラ　ミツヒロ 井上　大輔 イノウエ　ダイスケ

石井　俊雄 イシイ　トシオ 木村　知行 キムラ　トモユキ

米田　智行 ヨネダ　トモユキ 藤澤　友宏 フジサワ　トモヒロ

太田　弘樹 オオタ　ヒロキ 木崎　幸一 キザキ　コウイチ

小林　秀樹 コバヤシ　ヒデキ 村上　雅一 ムラカミ　マサカズ

向井　清隆 ムカイ　キヨタカ 中村　将也 ナカムラ　マサヤ

福田　太郎 フクダ　タロウ 大木　裕之 オオキ　ヒロユキ

農端　　貴 ノバタ　タカシ 内田　雅治 ウチダ　マサハル

小野　　剛 オノ　ツヨシ 森本　浩史 モリモト　ヒロシ

今西　　慶 イマニシ　ケイ 井狩　和之 イカリ　カズユキ

辻井　紳夫 ツジイ　ノブオ 増田　雅子 マスダ　マサコ

北川 陽一郎 キタガワ　ヨウイチロウ

高野　丈大 タカノ　タケオ

平松　宜子 ヒラマツ　ノブコ

新　　繁樹 アタラシ　シゲキ

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。

15

株式会社ライフエステート ライフエステート

10:15

平川商事 ARROW　A

14

大和リース株式会社 Team-C

10:08

大和リース株式会社 Team-C

14

平川商事 ARROW　A 株式会社ライフエステート ライフエステート

13

三谷商事株式会社 三谷ゴルフチームＣ

10:00

三谷商事株式会社 三谷ゴルフチームＣ

13

平川商事株式会社 ARROW B 平川商事株式会社 ARROW B

12

三谷商事株式会社 三谷ゴルフチームＢ

9:53

三谷商事株式会社 三谷ゴルフチームＢ

12

ナカライテスク株式会社 サブ８会 ナカライテスク株式会社 サブ８会

11

三谷商事株式会社 三谷ゴルフチームＡ

9:45

三谷商事株式会社 三谷ゴルフチームＡ

11

川重冷熱工業株式会社 Team Efficio 川重冷熱工業株式会社 Team Efficio

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』

東近畿B
組合せ【7月3日（土）日野ゴルフ俱楽部クインコース】

№

1

2

3

4

5

東京海上日動あんしん生命保険株式会社

株式会社 木村牧場

加賀電子株式会社

TOYO TIRE 株式会社

株式会社テクノアソシエ

株式会社プリンスホテル

株式会社村田製作所

タキイ種苗株式会社

株式会社村田製作所

スタート
時間

タキイ種苗株式会社

株式会社村田製作所

ダイハツ工業株式会社 DNGS Yチーム

あんしんB

　O U T I　N

桃太郎侍

チームDC

8:30

8:38

8:45

8:53

9:00

ダイハツ工業株式会社 DNGS Yチーム

Team KIMURA

KAGA　WEST

TOYO TIRES

株式会社テクノアソシエ

プリンスホテル西日本

MURATA - B

№

1

2

3

4

5

あんしんB

Team KIMURA

KAGA　WEST

TOYO TIRES

株式会社テクノアソシエ

プリンスホテル西日本

MURATA - B

桃太郎侍

チームDC

東京海上日動あんしん生命保険株式会社

株式会社 木村牧場

加賀電子株式会社

TOYO TIRE 株式会社

株式会社テクノアソシエ

株式会社プリンスホテル

株式会社村田製作所

KHネオケム-B

6

日本ユニシス株式会社 Team-OTFH 日本ユニシス株式会社 Team-OTFH

6

KHネオケム株式会社 KHネオケム-B

9:08

KHネオケム株式会社

KHネオケム-A

7

名阪食品株式会社 TEAMそふまる 名阪食品株式会社 TEAMそふまる

7

KHネオケム株式会社 KHネオケム-A

9:15

KHネオケム株式会社

株式会社 SCREEN ホールディングス Bチーム

8

寧薬化学工業株式会社 ピッカーズ＋1 寧薬化学工業株式会社 ピッカーズ＋1

8

株式会社 SCREENホールディングス 株式会社 SCREEN ホールディングス Bチーム

9:23

株式会社 SCREENホールディングス

株式会社 SCREEN ホールディングス Cチーム

9

株式会社ドウシシャ ドウシシャゴルフ同好会 株式会社ドウシシャ ドウシシャゴルフ同好会

9

株式会社 SCREENホールディングス 株式会社 SCREEN ホールディングス Cチーム

9:30

株式会社 SCREENホールディングス

チームライズ

10

株式会社ビコー BIKO 株式会社ビコー BIKO

10

株式会社ライズコーポレーション チームライズ

9:38

株式会社ライズコーポレーション

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


