
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

長堀　大道 ナガホリ　マサミチ 福田　慎吾 フクダ　シンゴ

清水　勝利 シミズ　カツトシ 須山　祐介 スヤマ　ユウスケ

長谷川　保 ハセガワ　タモツ 山口　公一 ヤマグチ　コウイチ

荒牧　佑基 アラマキ　ユウキ 広島　重美 ヒロシマ　シゲミ

沼田　真一 ヌマタ　シンイチ 町田　英幸 マチダ　ヒデユキ

長谷川 正次 ハセガワ　ショウジ 吉田　英明 ヨシダ　ヒデアキ

阿部　茂雄 アベ　シゲオ 浅野 正太郎 アサノ　ショウタロウ

箱川　　亮 ハコガワ　リョウ 鈴木　伸且 スズキ　ノブカツ

小宮　一浩 コミヤ　カズヒロ 与儀　大輔 ヨギ　ダイスケ

松重　忠之 マツシゲ　タダユキ 原　　伸一 ハラ　シンイチ

酒井　　淳 サカイ　アツシ 両澤　　恒 モロサワ　ヒサシ

小寺　博英 オデラ　ヒロヒデ 松田　和也 マツダ　カズヤ

宮崎　哲也 ミヤザキ　テツヤ 岩田　　強 イワタ　ツヨシ

飯嶋　克寿 イイジマ　カツヒサ 小林　健一 コバヤシ　ケンイチ

川崎　靖弘 カワサキ　ヤスヒロ 長瀬　宇拡 ナガセ　タカヒロ

服部　浩史 ハットリ　ヒロシ 香川　朋彦 カガワ　トモヒコ

牛石　知也 ウシイシ　トモヤ 大利　　悟 ダイリ　サトシ

中崎　健一 ナカザキ　ケンイチ 角元　裕樹 カクモト　ヒロキ

春日　静夫 カスガ　シズオ 中村　将弘 ナカムラ　マサヒロ

田所　真一 タドコロ　シンイチ 弘田　隆一 ヒロタ　リュウイチ

古菅　敏美 コスゲ　トシミ 河内　正行 カワウチ　マサユキ

石黒　保雄 イシグロ　ヤスオ 黒﨑　哲史 クロサキ　ノリヒト

木道　俊一 キドウ　シュンイチ 森山　光一 モリヤマ　コウイチ

大渕　博亮 オオブチ　ヒロアキ 伊原　　寿 イハラ　ヒサシ

大栁　博也 オオヤギ　ヒロヤ 伊禮　　道 イレイ　ススム

田野倉 鉄兵 タノクラ　テッペイ 今泉　桂吉 イマイズミ　ケイキチ

片野　良太 カタノ　リョウタ 佐藤　央貫 サトウ　ナカユキ

斎藤　満春 サイトウ　ミツハル 塩畑　勝大 シオハタ　マサヒロ

古屋　　淳 フルヤ　ジュン 遠山　敏正 トオヤマ　トシマサ

石田　剛啓 イシダ　タカヒロ 小西　敏彦 コニシ　トシヒコ

山下　洋史 ヤマシタ　ヨオジ 菅原　英児 スガハラ　エイジ

萩生田 幹夫 ハギュウダ　ミキオ 橋本　敏彦 ハシモト　トシヒコ

鶴　　文彦 ツル　フミヒコ 関田　強志 セキタ　ツヨシ

阿部 莞太郎 アベ　カンタロウ 大浦　裕太 オオウラ　ユウタ

山中　茂生 ヤマナカ　シゲオ 添田 新太郎 ソエダ　シンタロウ

六信　洋二 ムツノブ　ヨウジ 大角　洋行 オオスミ　ヒロユキ

中村　謙介 ナカムラ　ケンスケ 浦田　　学 ウラタ　マナブ

高橋　克尚 タカハシ　カツヒサ 高須賀 亮司 タカスカ　リョウジ

梶原　隆司 カジワラ　リュウジ 日髙　賢治 ヒダカ　ケンジ

細谷　有彦 ホソヤ　アリヒコ 屋敷　幸雄 ヤシキ　ユキオ

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。

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』

圏央C
組合せ【8月9日（月祝）こだまゴルフクラブ】
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株式会社野村総合研究所

澤藤電機株式会社

宇津商事株式会社

株式会社ビジネスブレイン太田昭和

株式会社ビジネスブレイン太田昭和

三井住友ファイナンス＆リース株式会社

株式会社　プライムバンク

ENEOS株式会社

大和ライフネクスト株式会社

スタート
時間

ENEOS株式会社

大和ライフネクスト株式会社

千代田化工建設株式会社 ゴルフ部

NAG-S

　O U T I　N

ENEOS X PRIME

チームＵＢ

8:21

8:28

8:35

8:42

8:49

千代田化工建設株式会社 ゴルフ部

ＳＡＧＣ

チームＵＴＳＵ

三位一体（Ａ）

三位一体（Ｂ）

チームSMFLGs

プライム

№

1

2

3

4

5

NAG-S

ＳＡＧＣ

チームＵＴＳＵ

三位一体（Ａ）

三位一体（Ｂ）

チームSMFLGs

プライム

ENEOS X PRIME

チームＵＢ

株式会社野村総合研究所

澤藤電機株式会社

宇津商事株式会社

株式会社ビジネスブレイン太田昭和

株式会社ビジネスブレイン太田昭和

三井住友ファイナンス＆リース株式会社

株式会社　プライムバンク

チーム maruさん

6

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

6

丸伊運輸株式会社 チーム maruさん

8:56

丸伊運輸株式会社

運ぶを支える「タジマ」

7

株式会社バンダイ バンダイゴルフ部 株式会社バンダイ バンダイゴルフ部

7

タジマ物流システム株式会社 運ぶを支える「タジマ」

9:03

タジマ物流システム株式会社

FBGC Aチーム

8

キーサイト・テクノロジー株式会社 チームＡ キーサイト・テクノロジー株式会社 チームＡ

8

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

9:10

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

丸紅相互会ゴルフ部

9

株式会社ラック Team LAC & SS 株式会社ラック Team LAC & SS

9

丸紅株式会社 丸紅相互会ゴルフ部

9:17

丸紅株式会社

チームレイ

10

株式会社ツインズ チームキャタピーA 株式会社ツインズ チームキャタピーA

10

株式会社レイ チームレイ

9:24

株式会社レイ

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


