
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

新海　雅之 シンカイ　マサシ 加藤　　努 カトウ　ツトム

高島 祐一郎 タカシマ ユウイチロウ 今泉　祐二 イマイズミ　ユウジ

浅川　忠史 アサカワ　タダシ 大貫　雅利 オオヌキ　マサノリ

藤井　進吾 フジイ　シンゴ 新井　大輝 アライ　ダイキ

今富　浩司 イマトミ　コウジ 大久保 知彦 オオクボ　トモヒコ

古橋　哲也 フルハシ　テツヤ 嶋田 真由美 シマダ　マユミ

中島　圭一 ナカシマ　ケイイチ 中島　修一 ナカジマ　シュウイチ

眞子　弘一 マナゴ　コウイチ 松波　聖文 マツナミ　タカフミ

島村　卓樹 シマムラ　タカキ 森戸　秀知 モリト　ヒデトモ

金田　茂雄 カネダ　シゲオ 八條　隆浩 ハチジョウ　タカヒロ

山浦　成次 ヤマウラ　セイジ 栁沢　　哲 ヤナギサワ　サトシ

佐々木 三智男 ササキ　ミチオ 栁澤　義直 ヤナギサワ　ヨシナオ

山田　英憲 ヤマダ　ヒデノリ 野口　　靖 ノグチ　ヤスシ

金山　仁明 カナヤマ　マサアキ 大内　　剛 オオウチ　タケシ

及川　良三 オイカワ　リョウゾウ 木村　暢臣 キムラ　ノブオミ

上村　恵吾 カミムラ　ケイゴ 榎本　　剛 エノモト　ゴウ

高橋　拓也 タカハシ　タクヤ 三品　文彦 ミシナ　フミヒコ

有坂　庄一 アリサカ　ショウイチ 平塚　孝行 ヒラツカ　タカユキ

佐久間　玲 サクマ　アキラ 太田　知倫 オオタ　トモミチ

重田　浩司 シゲタ　コウジ 中山　文男 ナカヤマ　フミオ

矢内　良樹 ヤナイ　ヨシキ 川添　有一 カワゾエ　ユウイチ

荻原　　潤 オギハラ　ジュン 門田　新平 カドタ　シンペイ

浅井　康雄 アサイ　ヤスオ 長野　勝嗣 ナガノ　マサシ

高田　　篤 タカダ　アツシ 野崎　朗伸 ノザキ　アキノブ

野村　　均 ノムラ　ヒトシ 長久保 龍伸 ナガクボ　リュウシン

加藤　久利 カトウ　ヒサトシ 美崎　　悟 ミサキ　サトル

橋本　康一 ハシモト　コウイチ 武部　篤始 タケベ　アツシ

大庭　博之 オオバ　ヒロユキ 伊藤　健也 イトウ　ケンヤ

安藤　英基 アンドウ　ヒデキ 相場　隆彰 アイバ　タカアキ

金子　純也 カネコ　ジュンヤ 富田　圭吾 トミタ　ケイゴ

田代　孝則 タシロ　タカノリ 川上　寛二 カワカミ　カンジ

小川　秀幸 オガワ　ヒデユキ 山崎　広宣 ヤマザキ　ヒロノブ

鈴木　秀人 スズキ　ヒデト 佐藤　　樹 サトウ　タツキ

末廣　浩司 スエヒロ　コウジ 大河内 佑哉 オオコウチ　ユウヤ

田澤　栄二 タザワ　エイジ 加藤　圭司 カトウ　ケイジ

舟生　大海 フニュウ　ヒロミ 海老根 清一 エビネ　セイイチ

西村　雅貴 ニシムラ　マサキ 増田　修一 マスダ　シュウイチ

山本　広樹 ヤマモト　ヒロキ 杉山　純次 スギヤマ　ジュンジ

須﨑　隆寛 スサキ　タカヒロ 小田切　亮 オダギリ　リョウ

小谷　恭史 コタニ　ヤスシ 細江　暁大 ホソエ　アキヒロ

渡邊　孝樹 ワタナベ　タカキ 佐藤 昇一朗 サトウ　ショウイチロウ

矢崎　宏幸 ヤザキ　ヒロユキ 室田　尚久 ムロタ　ナオヒサ

田代　泰久 タシロ　ヤスヒサ 黒田　遼平 クロダ 　リョウヘイ

牧内　英樹 マキウチ　ヒデキ 矢次　修蔵 ヤツギ　シュウゾウ

矢島　　仁 ヤジマ　ヒトシ 金刺　秀樹 カネザシ　ヒデキ

鷲尾　昌宏 ワシオ　マサヒロ 関　　史裕 セキ　フミヒロ

近藤　利光 コンドウ　トシミツ 竹澤　由利 タケザワ　ユリ

竹澤　　誠 タケザワ　マコト 近藤　祐樹 コンドウ　ユウキ

高木　洋二 タカギ　ヨウジ 多々納 利之 タタノ　トシユキ

― ― 網谷　孝仁 アミタニ　タカヒト

岩上　純一 イワカミ　ジュンイチ 中田　　暢 ナカタ　トオル

笹　　岳二 ササ　ガクジ 田島　禎典 タジマ　ヨシノリ

大澤　晴見 オオサワ　ハルミ 矢野　嘉伸 ヤノ　ヨシノブ

荒川　靖武 アラカワ　ヤスタケ 武藤　昭治 ムトウ　ショウジ

石川　隆子 イシカワ　タカコ 馬詰　陽子 ウマヅメ　ヨウコ

新井　徳子 アライ　ノリコ 内薗　　薫 ウチゾノ　カオル

大野　　誠 オオノ　マコト 田中　　新 タナカ　アラタ

熊井　康晃 クマイ　ヤスアキ 宮本 　潤也 ミヤモト　ジュンヤ

山崎　正章 ヤマザキ　マサアキ 山越　　明 ヤマコシ　アキラ

高橋　寛明 タカハシ　ヒロアキ 村上　智健 ムラカミ　トモタケ

渡辺 晃一郎 ワタナベ　コウイチロウ 小野　博康 オノ　ヒロヤス

梅田　和裕 ウメダ　カズヒロ 村松　竜一 ムラマツ　リョウイチ

矢野　政志 ヤノ　マサシ 犬束 龍之介 イヌヅカ　リュウノスケ

富田　昭夫 トミタ　アキオ 上村　隆明 ウエムラ　タカアキ

深代　尚夫 フカシロ　タカオ 林　　秀行 ハヤシ　ヒデユキ

釘山　敏文 クギヤマ　トシフミ 玄海　康晴 ゲンカイ　ヤスハル

岩谷　貴之 イワタニ　タカユキ 倉重　明弘 クラシゲ　アキヒロ

木村　憲司 キムラ　ケンジ 平林　昌樹 ヒラバヤシ　マサキ

内山　景志 ウチヤマ　ケイジ 水谷　健司 ミズタニ　ケンジ

永田　　亮 ナガタ　リョウ 秋山　博則 アキヤマ　ヒロノリ

加田　隆明 カダ　タカアキ 加藤 満春雄 カトウ　マスオ

角田　　舜 ツノダ　シュン 永原　昌哉 ナガハラ　マサヤ

大崎　雅之 オオサキ　マサユキ 櫻井　剛太 サクライ　ゴウタ

青戸 遼市朗 アオト　リョウイチロウ 久保田 幹也 クボタ　ミキヤ

近江　　光 オウミ　ヒカル 田村　　悟 タムラ　サトル

舘野　　正 タテノ　タダシ 上杉　亮太 ウエスギ　リョウタ

久保　　努 クボツ　トム 浅野　勝己 アサノ　カツミ

和田　貴之 ワダ　タカユキ 上田　愛里 ウエダ　アイリ

一瀬　貴志 イチノセ　タカシ 西谷　和宏 ニシタニ　カズヒロ

佐藤　禎大 サトウ　ヨシヒロ 松田　陽一 マツダ　ヨウイチ

JCE

10

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 CTC-A 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 CTC-A

10

ジェイシーエンジニアリング株式会社 JCE

8:21

ジェイシーエンジニアリング株式会社【北関東C 第15位】

【北関東B 第13位】

【北関東C 第15位】

【北関東B 第13位】

MISTS

9

株式会社日立製作所 大みかチームA 株式会社日立製作所 大みかチームA

9

伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社 MISTS

8:12

伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社【北関東C 第12位】

【北関東B 第8位】

【北関東C 第12位】

【北関東B 第8位】

7

東京建物株式会社 東京建物チームB

7:54

東京建物株式会社【北関東C 第17位】

【北関東A 第7位】

Team AKA

8

有限会社田代建設 荒川アスリート 有限会社田代建設 荒川アスリート

8

株式会社 エープル Team AKA

8:03

株式会社 エープル【北関東C 第11位】

【北関東B 第7位】 【北関東B 第7位】

【北関東C 第11位】

ファイザー株式会社

株式会社 高見沢サイバネティックス

日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社

東京建物チームA

6

ナイガイ株式会社 ナイガイ株式会社 ナイガイ株式会社 ナイガイ株式会社

6

東京建物株式会社 東京建物チームA

7:45

東京建物株式会社【北関東C 第9位】

【北関東B 第6位】

株式会社湘南カントリークラブ

Ｄチーム

ドコモゴルフクラブBチーム

Team JRC

RJG-A

チーム サイバネ

チームT

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

Ｄチーム

ドコモゴルフクラブBチーム

Team JRC

RJG-A

チーム サイバネ

チームT

極・エーザイ株式会社

DXフロンティアーズ

音羽グループ

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』

北関東地区
組合せ【8月14日（土）PGM石岡ゴルフクラブ】

№

1

2

3

4

5

音羽グループ

藤井産業株式会社

株式会社NTTドコモ

日本無線株式会社

リコージャパン株式会社

株式会社 高見沢サイバネティックス

日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社

エーザイ株式会社

富士通株式会社

スタート
時間

エーザイ株式会社

富士通株式会社

株式会社湘南カントリークラブ 湘南CC

チームＸ

極・エーザイ株式会社

ＯＵＴ

11

三菱UFJニコス株式会社 MUN Aチーム

8:39

三菱UFJニコス株式会社 MUN Aチーム

11

伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 Cチーム 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 Cチーム

【北関東C 第13位】

【北関東B 第12位】

【北関東C 第13位】

【北関東B 第12位】

12

三菱UFJニコス株式会社 MUN Bチーム

8:48

三菱UFJニコス株式会社 MUN Bチーム

12

株式会社ダイトー技建 ダイトー技建 株式会社ダイトー技建 ダイトー技建

【北関東C 第19位】

【北関東B 第11位】

【北関東C 第19位】

【北関東B 第11位】

13

大成有楽不動産株式会社 チームオーベルＡ

8:57

大成有楽不動産株式会社 チームオーベルＡ

13

コヒシティジャパン株式会社 Team Cohesity コヒシティジャパン株式会社 Team Cohesity

【北関東C 第18位】

【北関東B 第14位】

【北関東C 第18位】

【北関東B 第14位】

14

株式会社大塚商会 Team　Do-Luck

9:06

株式会社大塚商会 Team　Do-Luck

14

日本アイ・ビー・エム株式会社 IBM Golf Ladies 日本アイ・ビー・エム株式会社 IBM Golf Ladies

【北関東C 第14位】

【北関東B 第15位】

【北関東C 第14位】

【北関東B 第15位】

15

インテル株式会社 インテルA

9:15

インテル株式会社 インテルA

15

株式会社オートテクニックジャパン ATJチームB 株式会社オートテクニックジャパン ATJチームB

【北関東C 第20位】

【北関東A 第8位】

【北関東C 第20位】

【北関東A 第8位】

16

株式会社 三井住友銀行 SMBC2

9:24

株式会社 三井住友銀行 SMBC2

16

花王株式会社 すみだゴルフ部B 花王株式会社 すみだゴルフ部B

【北関東C 第21位】

【北関東C 第16位】

【北関東C 第21位】

【北関東C 第16位】

17

戸田建設株式会社 チームＴＯＤＡ－Ｓ

9:33

戸田建設株式会社 チームＴＯＤＡ－Ｓ

17

株式会社電通国際情報サービス AHEAD 1 株式会社電通国際情報サービス AHEAD 1

【北関東C 第10位】

【北関東B 第3位】

【北関東C 第10位】

【北関東B 第3位】

18

第一三共株式会社 DSCP&DS

9:42

第一三共株式会社 DSCP&DS

18

日本ビジネスシステムズ株式会社 JBS Aチーム 日本ビジネスシステムズ株式会社 JBS Aチーム

【北関東C 第3位】

【北関東A 第3位】

【北関東C 第3位】

【北関東A 第3位】

19

花王株式会社 すみだゴルフ部A

9:51

花王株式会社 すみだゴルフ部A

19

株式会社オートテクニックジャパン ATJチームA 株式会社オートテクニックジャパン ATJチームA

【北関東C 第1位】

【北関東B 第1位】

【北関東C 第1位】

【北関東B 第1位】

20

株式会社ラキール チームラキール

10:00

株式会社ラキール チームラキール

20

戸田建設株式会社 チーム TODA-A 戸田建設株式会社 チーム TODA-A

【北関東A 第1位】

【2020北関東 第1位】

【北関東A 第1位】

【2020北関東 第1位】

ＩＮ

【北関東C 第2位】

【北関東A 第2位】

【北関東B 第2位】

【北関東A 第4位】

【北関東C 第4位】

【北関東B 第4位】

【北関東C 第5位】

【北関東C 第2位】

【北関東A 第2位】

【北関東B 第2位】

【北関東A 第4位】

【北関東C 第4位】

【北関東B 第4位】

【北関東C 第5位】

7:00

7:09

7:18

7:27
【北関東A 第5位】

藤井産業株式会社

株式会社NTTドコモ

日本無線株式会社

リコージャパン株式会社

【北関東A 第5位】

【北関東C 第6位】

【北関東B 第5位】

【北関東C 第9位】

【北関東B 第6位】

【北関東C 第17位】

【北関東A 第7位】

DXフロンティアーズ

7:36

【北関東C 第6位】

【北関東B 第5位】湘南CC

東京建物チームB

7

PJ ファイザー株式会社 PJ

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


