
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

向井　達義 ムカイ　タツヨシ 坂口　弥之 サカグチ　ヒサユキ

中松　　敦 ナカマツ　アツシ 中岡　慎也 ナカオカ　シンヤ

丸谷　勝己 マルタニ　カツミ 小松　栄一 コマツ　エイイチ

松本　隆之 マツモト　タカユキ 松木　卓茂 マツキ　タクモ

澤田　　等 サワダ　ヒトシ 山下　和志 ヤマシタ　カズシ

入江　勝美 イリエ　カツミ 塩田　　聡 シオタ　サトシ

堀田　健二 ホッタ　ケンジ 勝田　彰宏 カツダ　アキヒロ

金山　尚晃 カナヤマ　ナオアキ 加藤　綾治 カトウ　リョウジ

津田　直輝 ツダ　ナオキ 鈴木　宏和 スズキ　ヒロカズ

高田　義久 タカダ　ヨシヒサ 藤本　誠也 フジモト　セイヤ

菅原　隆文 スガハラ　タカフミ 籠田　俊彦 カゴタ　トシヒコ

今中　輝明 イマナカ　テルアキ 阿部　成人 アベ　ナリト

藤原　昌信 フジワラ　マサノブ 中田　太樹 ナカタ　タイキ

青木　真哉 アオキ　シンヤ 松田　吉弘 マツダ　ヨシヒロ

藤田　新二 フジタ　シンジ 和田　　理 ワダ　サトル

京奥　将貴 キョウオク　マサタカ 桃井　和安 モモイ　カズヤス

市位　和正 イチイ　カズマサ 梶谷　光弘 カジタニ　ミツヒロ

藤井　茂弘 フジイ　シゲヒロ 内藤　　崇 ナイトウ　タカシ

西槙　伸充 ニシマキ　ノブミツ 竹田　智征 タケダ　トモユキ

太田　耕佑 オウタ　コウスケ 辰巳　涼外 タツミ　リョウト

長光　卓也 ナガミツ　タクヤ 辻尾　英昭 ツジオ　ヒデアキ

岡野　　学 オカノ　マナブ 原田　　靖 ハラダ　ヤスシ

清水　　力 シミズ　ツトム 貴志　彰英 キシ　アキヒデ

佐々木 啓行 ササキ　ヒロユキ ― ―

垰田　幸治 タオダ　コウジ 稲垣　康治 イナガキ　コウジ

露口　賢一 ツユグチ　ケンイチ 吉國　健二 ヨシクニ　ケンジ

井上　　剛 イノウエ　ツヨシ 田中 健太郎 タナカ　ケンタロウ

奥村　　健 オクムラ　ケン 清瀬　達人 キヨセ　タツト

根本　道之 ネモト　ミチユキ 津島　奈美 ツシマ　ナミ

眞鳥　　翔 マトリ　ショウ 髙津　和美 コウヅ　カズミ

大迫　裕朗 オオサコ　ヒロアキ 大塚　直哉 オオツカ　ナオヤ

細見　幸信 ホソミ　ユキノブ 岩波　　輝 イワナミ　ヒカル

藤原　静波 フジハラ　セイハ 岡田　道雄 オカダ　ミチオ

恒藤　元英 ツネフジ　モトヒデ 菅原　　洋 スガハラ　ヒロシ

渋谷　秀勝 シブヤ　ヒデカツ 中山　雄之 ナカヤマ　タケユキ

飯田　勝康 イイダ　カツヤス ― ―

竹谷　康哉 タケタニ　ヤスナリ 永田　博司 ナガタ　ヒロシ

久保　達郎 クボ　タツオ 須山　文友 スヤマ　フミトモ

大社　修司 オオコソ　シュウジ 小林　堅治 コバヤシ　ケンジ

永野　吉人 ナガノ　ヨシヒト 島　　里沙 シマ　リサ

新山　文夫 ニイヤマ　ノリオ 大西　浩夫 オオニシ　ヒロオ

友田　統明 トモダ　ノブアキ 坂本　常守 サカモト　ツネモリ

佐々木　学 ササキ　マナブ 三鴨　裕二 ミカモ　ユウジ

山本　真永 ヤマモト　マサナガ 石谷　彰寿 イシタニ　アキヒサ

木村　浩司 キムラ　コウジ 松山　俊二 マツヤマ　シュンジ

竹本　　純 タケモト　ジュン 山口　　暁 ヤマグチ　サトル

堀内　晋平 ホリウチ　シンペイ 和泉 須賀雄 イズミ　スガオ

金田　　悟 カネダ　サトル 山本　芳和 ヤマモト ヨシカズ

河原　雅昭 カワハラ　マサアキ 里　　和紀 サト　カズノリ

田中　　保 タナカ　タモツ 里　　英樹 サト　ヒデキ

大芝　一義 オオシバ　カズヨシ 森田　晃平 モリタ　コウヘイ

鷹谷　知計 タカヤ　トモカズ 小泉　直也 コイズミ　ナオヤ

柳原　悠人 ヤナギハラ　ユウト

山本　晃市 ヤマモト　コウイチ

有馬　直樹 アリマ　ナオキ

― ―

【西近畿A 第11位】

【西近畿A 第6位】

【西近畿C 第5位】

【西近畿A 第7位】

【西近畿B 第7位】

【西近畿A 第8位】

【西近畿A 第12位】

JEMS

8:36

【西近畿A 第6位】

【西近畿C 第5位】Team KUBOTA

ハセコー1

7

俺に任せろ！！ 因幡電機産業株式会社 俺に任せろ！！

ＩＮ

【西近畿C 第2位】

【西近畿B 第1位】

【西近畿C 第1位】

【西近畿C 第8位】

【西近畿B 第5位】

【西近畿A 第5位】

【西近畿B 第6位】

【西近畿C 第2位】

【西近畿B 第1位】

【西近畿C 第1位】

【西近畿C 第8位】

【西近畿B 第5位】

【西近畿A 第5位】

【西近畿B 第6位】

8:00

8:09

8:18

8:27

【西近畿A 第11位】

ダイハツ工業株式会社

NTT西日本グループ

公益社団法人 全日本不動産協会

株式会社アイビックス

14

日本住宅流通株式会社 NJR

9:57 14

東京機材工業株式会社 TKK Aチーム

【西近畿A 第1位】

【西近畿B 第2位】

13

日本郵便株式会社 真ARF

9:48

日本郵便株式会社 真ARF

13

東京機材工業株式会社 TKK Aチーム 日本住宅流通株式会社 NJR

【西近畿A 第2位】

【西近畿B 第2位】

【西近畿A 第2位】

【西近畿A 第1位】

12

パナソニック株式会社 加西事業所 PKW48

9:39

パナソニック株式会社 加西事業所 PKW48

12

株式会社 堀内機械 ホリダー 株式会社 堀内機械 ホリダー

【西近畿A 第3位】

【西近畿B 第3位】

【西近畿A 第3位】

【西近畿B 第3位】

11

医療法人育和会　育和会記念病院 Ikuwakai Golf Club

9:30

医療法人育和会　育和会記念病院 Ikuwakai Golf Club

11

株式会社日本総合研究所 JRI西 株式会社日本総合研究所 JRI西

【西近畿A 第4位】

【西近畿C 第3位】

【西近畿A 第4位】

【西近畿C 第3位】

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』

西近畿地区決勝
組合せ【8月21日（土）加古川ゴルフ倶楽部】

№

1

2

3

4

5

公益社団法人 全日本不動産協会

ダイハツ工業株式会社

NTT西日本グループ

公益社団法人 全日本不動産協会

株式会社アイビックス

近畿労働金庫

株式会社 大気社

NTT西日本グループ

ジャパン・イーエム・ソリューションズ株式会社

スタート
時間

NTT西日本グループ

ジャパン・イーエム・ソリューションズ株式会社

株式会社クボタ Team KUBOTA

らびーず俱楽部 全日ゴルフ部 チーム A

フレッツ

ＯＵＴ

DNGS Aチーム

チーム官兵衛

らびーず俱楽部 全日ゴルフ部 チームB

AIVIX

ビッグウェーブ

OH-TEAM A

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

らびーず俱楽部 全日ゴルフ部 チーム A

DNGS Aチーム

チーム官兵衛

らびーず俱楽部 全日ゴルフ部 チームB

AIVIX

ビッグウェーブ

OH-TEAM A

フレッツ

JEMS

公益社団法人 全日本不動産協会

近畿労働金庫

株式会社 大気社

ビギナーズ

6

株式会社 BSC チームSE 株式会社 BSC チームSE

6

株式会社吉富運輸 ビギナーズ

8:45

株式会社吉富運輸【西近畿A 第7位】

【西近畿B 第7位】

株式会社クボタ

7

株式会社長谷工コーポレーション ハセコー1

8:54

株式会社長谷工コーポレーション【西近畿A 第8位】

【西近畿A 第12位】

DUNLOP

8

株式会社毎日放送 チームよんチャンＴＶ 株式会社毎日放送 チームよんチャンＴＶ

8

住友ゴム工業株式会社 DUNLOP

9:03

住友ゴム工業株式会社【西近畿C 第6位】

【西近畿A 第9位】 【西近畿A 第9位】

【西近畿C 第6位】

因幡電機産業株式会社

SRK

9

株式会社毎日放送 チームせやねん！ 株式会社毎日放送 チームせやねん！

9

昭和瀝青工業株式会社 SRK

9:12

昭和瀝青工業株式会社【西近畿B 第9位】

【西近畿A 第13位】

【西近畿B 第9位】

【西近畿A 第13位】

チームQ Osaka

10

日本ハム株式会社 チームシャウエッセン 日本ハム株式会社 チームシャウエッセン

10

IQVIA サービシーズ ジャパン 株式会社 チームQ Osaka

9:21

IQVIA サービシーズ ジャパン 株式会社【西近畿A 第10位】

【西近畿C 第7位】

【西近畿A 第10位】

【西近畿C 第7位】

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


