
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

岩谷　貴之 イワタニ　タカユキ 木村　憲司 キムラ　ケンジ

田邉　達也 タナベ　タツヤ 倉重　明弘 クラシゲ　アキヒロ

前島　重徳 マエジマ　シゲモリ 岩田　　剛 イワタ　ゴウ

澤野　崇之 サワノ　タカユキ 澤野　寛之 サワノ　ヒロユキ

平島　　剛 ヒラシマ　ツヨシ 佐藤　秀樹 サトウ　ヒデキ

安廣　征太 ヤスヒロ　ハヤタ 平林　昌樹 ヒラバヤシ　マサキ

須﨑　隆寛 スサキ　タカヒロ 正西　康英 マサニシ　ヤスヒデ

小谷　恭史 コタニ　ヤスシ 神津　加奈 コウヅ　カナ

遠田　将弘 トオダ　マサヒロ 金子　義彦 カネコ　ヨシヒコ

石川　　豊 イシカワ　ユタカ 安田　敬志 ヤスダ　タカシ

岩崎　　治 イワサキ　オサム 大倉　主脩 オオクラ　オサム

小田切　亮 オダギリ　リョウ 保田　恵見 ヤスダ　エミ

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

細江　暁大 ホソエ　アキヒロ 北井　基嗣 キタイ　モトツグ

矢野　恵菜 ヤノ　エナ - -

小林　英雄 コバヤシ　ヒデオ 溝口　　顕 ミゾグチ　アキラ

大槻　秀樹 オオツキ　ヒデキ 野村　和典 ノムラ　カズノリ

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

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

牧内　英樹 マキウチ　ヒデキ 藤川　　優 フジカワ　ユウ

黒田　遼平 クロダ 　リョウヘイ 矢次　修蔵 ヤツギ　シュウゾウ

藤田　寿志 フジタ　ヒサシ 西川　博明 ニシカワ　ヒロアキ

萩本　高教 ハギモト　タカノリ 奥田　和幸 オクダ　カズユキ

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

鈴木　孝之 スズキ　タカユキ 小泉　幸基 コイズミ　ユキモト

荒巻　健人 アラマキ　ケント 伊東　靖彦 イトウ　ヤスヒコ

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

長津 健太郎 ナガツ　ケンタロウ 長津　正則 ナガツ　マサノリ

長津　康祐 ナガツ　コウスケ 長津　和男 ナガツ　カズオ

大久保 知彦 オオクボ　トモヒコ 嶋田 真由美 シマダ　マユミ

今富　浩司 イマトミ　コウジ 古橋　哲也 フルハシ　テツヤ

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

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

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

長谷　容子 ハセ　ヨウコ 新井　徳子 アライ　ノリコ

馬詰　陽子 ウマヅメ　ヨウコ 内薗　　薫 ウチゾノ　カオル

大内　純子 オオウチ　ジュンコ 鈴木　直幹 スズキ　ナオモト

斎藤　浩基 サイトウ　ヒロキ 犬塚 栄一朗 イヌヅカ　エイイチロウ

平石　康幸 ヒライシ　ヤスユキ 松井　輝芳 マツイ　テルヨシ

中澤　琢磨 ナカザワ　タクマ 桒原　信介 クワバラ　シンスケ

五十嵐 将人 イガラシ　マサト 小山内　裕 オサナイ　ヒロシ

田中　裕崇 タナカ　ヒロタカ 末盛　貴弘 スエモリ　タカヒロ

二宮　悦郎 ニノミヤ　エツロウ 才田　和成 サイダ　カズナリ

阿久澤 和久 アクザワ　カズヒサ 石田　好一 イシダ　コウイチ

山川　博功 ヤマカワ　ヒロノリ 中村　肇 ナカムラ　ハジメ

鳥海　宏志 トリウミ　ヒロシ 猪野　剛弘 イノ　タケヒロ

相川　知英 アイカワ　トモヒデ 新井　悠真 アライ　ユウマ

河田　正幸 カワダ　マサユキ 小鮒　　尚 コブナ　ナオ

宮田　雅夫 ミヤタ　マサオ

- -

片山　徹之 カタヤマ　テツシ

水山　英一 ミズヤマ　エイイチ

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。

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

Team Cohesity

10

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

10

コヒシティジャパン株式会社 Team Cohesity

8:51

コヒシティジャパン株式会社

11

12

江戸川化工株式会社 江戸川化工ゴルフ部

9:09

江戸川化工株式会社 江戸川化工ゴルフ部

12

株式会社 群馬銀行 チーム赤城 株式会社 群馬銀行

ブロマージェ男子

9

株式会社NTTドコモ ドコモゴルフクラブBチーム 株式会社NTTドコモ ドコモゴルフクラブBチーム

9

株式会社 セイワ食品 ブロマージェ男子

8:42

株式会社 セイワ食品

Bチーム

8

株式会社湘南カントリークラブ 湘南CC 株式会社湘南カントリークラブ 湘南CC

8

株式会社三菱UFJ銀行 Bチーム

8:33

株式会社三菱UFJ銀行

6

ナイガイ株式会社 ナイガイ株式会社

8:15

ナイガイ株式会社

SMFLゴルフ研修会C

7

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

7

三井住友ファイナンス&リース株式会社 SMFLゴルフ研修会C

8:24

三井住友ファイナンス&リース株式会社

CTC-B

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

株式会社 シーアンドエーソリューション

ナイガイ株式会社

6

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

7:48

7:57

8:06

№

1

2

3

4

5

AHEAD 1

ジャストミート IWATA

AHEAD 2

CTC-A

AHEAD 3

CTC-B

チーム サイバネ

CTC-Z

C&A

株式会社オートテクニックジャパン ATJチームA

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B
組合せ【7月3日（土）スターツ笠間ゴルフ俱楽部】

№

1

2

3

4

5

株式会社電通国際情報サービス

株式会社タコプラグループホールディングス

株式会社電通国際情報サービス

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

株式会社電通国際情報サービス

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

株式会社 高見沢サイバネティックス

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

株式会社 シーアンドエーソリューション

株式会社電通国際情報サービス

株式会社タコプラグループホールディングス

株式会社電通国際情報サービス

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

株式会社電通国際情報サービス

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

スタート
時間

株式会社 高見沢サイバネティックス

AHEAD 1

　O U T I　N

11

株式会社日立製作所 大みかチームA

9:00

株式会社日立製作所 大みかチームA

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

株式会社オートテクニックジャパン ATJチームA

ジャストミート IWATA

AHEAD 2

CTC-A

AHEAD 3

チーム サイバネ

CTC-Z

C&A

7:30

7:39

チーム赤城

13

株式会社 ビィ・フォアード 前へB

9:18

株式会社 ビィ・フォアード 前へB

13

株式会社 群馬銀行 チーム谷川 株式会社 群馬銀行 チーム谷川

14

株式会社 ビィ・フォアード 前へA

9:27

東京ガス株式会社 エネルギーフロンティアＢチーム

14

株式会社 群馬銀行 チーム渡良瀬 株式会社 群馬銀行 チーム渡良瀬

15

東京ガス株式会社 エネルギーフロンティアＢチーム

9:36

株式会社 ビィ・フォアード 前へA

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


