
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

古屋　　淳 フルヤ　ジュン 遠山　敏正 トオヤマ　トシマサ

中井　信吾 ナカイ　シンゴ 小西　敏彦 コニシ　トシヒコ

甲斐　　陽 カイ　アキラ 加藤　孝一 カトウ　コウイチ

服部　剛大 ハットリ　タカヒロ 福田　淳二 フクダ　ジュンジ

佐藤　哲生 サトウ　テツオ 中村　哲也 ナカムラ　テツヤ

岩橋　和輝 イワハシ　カズキ 爲政　淳也 タメマサ　ジュンヤ

鎌倉　英治 カマクラ　ヒデハル 脇坂　保範 ワキサカ　ヤスノリ

古澤　　元 フルサワ　モトイ 清水　　謙 シミズ　ケン

清水　　浩 シミズ　 ヒロシ 桐山　忠介 キリヤマ　タダスケ

飯塚　威文 イイヅカ　タケフミ 政本　高宏 マサモト　タカヒロ 

本多　達也 ホンダ　タツヤ 中川　直紀 ナカガワ　ナオキ

田代　恒二 タシロ　コウジ 山内　惠司 ヤマウチ　ケイジ

指吸　敏彦 ユビスイ　トシヒコ 木下　和也 キノシタ　カズヤ

松本　吉貴 マツモト　ヨシタカ 近藤　裕孝 コンドウ　ユタカ

杉本　征剛 スギモト　セイゴ 根来　雅之 ネゴロ　マサユキ

秋山　隆人 アキヤマ　タカヒト 小橋　創一 コハシ　ソウイチ

木内　武文 キウチ　タケフミ 藤柳　慶史 フジヤナギ　ヨシフミ

吉池　　隆 ヨシイケ　タカシ 中村　　中 ナカムラ　アタル

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

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

古澤　　孝 フルサワ　タカシ 小田　康浩 オダ　ヤスヒロ

三並　史典 ミナミ　フミノリ 有田　竜徳 アリタ　タツノリ

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

浅野　元春 アサノ　モトハル 秋山　貴義 アキヤマ　タカヨシ

井口　将志 イグチ　マサシ 瀧澤　拓也 タキザワ　タクヤ

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

丸山　喜史 マルヤマ　ヨシブミ 森岡　　誠 モリオカ　マコト

小寺　達也 コテラ　タツヤ 小野　　徹 オノ　トオル

春日　静夫 カスガ　シズオ 中村　将弘 ナカムラ　マサヒロ

弘田　隆一 ヒロタ　リュウイチ 田所　真一 タドコロ　シンイチ

内田　貞至 ウチタ　サダシ 東川　茂樹 トガワ　シゲキ

松山　　兼 マツヤマ　ケン 丹治　　孝 タンジ　タカシ

山口　久人 ヤマグチ　ヒサト 中村　繁明 ナカムラ　シゲアキ

山口　直志 ヤマグチ　ナオユキ 柳井　　正 ヤナギイ タダシ

山野　孝典 ヤマノ　タカノリ 松岡　匡弘 マツオカ　タダヒロ

舟山　啓介 フナヤマ　ケイスケ 島田 十三男 シマダ　トミオ

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

加茂下 哲夫 カモシタ　テツオ 室田　尚紀 ムロタ　ヒサノリ

Yoo, Teakhyung ユー　テクヒョン 芳川　　繁 ヨシカワ　シゲル

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

武田　政則 タケダ　マサノリ 渡部　紀之 ワタナベ　ノリユキ

英利 アブライティ エリ　アブライティ 芹澤　智之 セリザワ　トモユキ

梶原　隆司 カジワラ　リュウジ 日髙　賢治 ヒダカ　ケンジ

奥津　　隆 オクツ　タカシ 屋敷　幸雄 ヤシキ　ユキオ

相澤　修一 アイザワ　シュウイチ 藤本　　仁 フジモト　ジン

豊島　　悟 トヨシマ　サトル 橋辺　広明 ハシベ　ヒロアキ

鳥海　宏志 トリウミ　ヒロシ 五十嵐 将人 イガラシ　マサト

水山　英一 ミズヤマ　エイイチ 田中　裕崇 タナカ　ヒロタカ

西村　泰彦  ニシムラ　ヤスヒコ 鈴木　章文 スズキ　アキフミ

肥田　禎史 ヒダ　ヨシフミ  白石　智之 シライシ　トモユキ

山下　洋史 ヤマシタ　ヨオジ 安達　吉信 アダチ　ヨシノブ

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

西本　武史 ニシモト　タケシ 副島　隆弘 ソエジマ　タカヒロ

大林　稔男 オオバヤシ　トシオ 西村　英勝 ニシムラ　ヒデカツ

村田　　篤 ムラタ　アツシ 初谷　　真 ハツヤ　マコト

田中　　修 タナカ　オサム 藤川　和之 フジカワ　カズユキ

福長　　健 フクナガ　ケン 岩井 雄次郎 イワイ　ユウジロウ

森田　健史 モリタ　タケチカ 古野　　聡 フルノ　サトシ

中山　寬彦 ナカヤマ　ノブヒコ 目黒　敦志 メグロ　アツシ

関口　　章 セキグチ　アキラ 進藤　伴明 シンドウ　トモアキ

久保　並城 クボ　ナミキ 石橋　慶一 イシバシ　ケイイチ

嶌田　兼光 シマダ　カネミツ 宇佐美　清 ウサミ　キヨシ

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 吉川　祐一 ヨシカワ　ユウイチ

谷地　秀信 ヤチ　ヒデノブ 黒田　恭司 クロダ　キョウジ

安嶋　大祐 ヤスジマ　ダイスケ 鬼束　晃司 オニツカ　コウジ

内野　隆浩 ウチノ　タカヒロ 白井　克典 シライ　カツノリ

山田　泰之 ヤマダ　ヤスユキ 杉本　光弘 スギモト　ミツヒロ

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

岩橋　雅一 イワハシ　マサカズ 岩橋　史弥 イワハシ　フミヤ

木下　雅大 キノシタ　マサヒロ 中井　康之 ナカイ　ヤスユキ

岡崎　伸一 オカザキ　シンイチ 大貫　　淳 オオヌキ　アツシ

渡辺　研吾 ワタナベ　ケンゴ 井上　貴浩 イノウエ　タカヒロ

嶋﨑　　賢 シマザキ　サトシ 清田　直文 キヨタ　ナオフミ

河野　賢治 コウノ　ケンジ 関根　大輔 セキネ　ダイスケ

納　　正宜 オサメ　マサノリ 堀田 実佐子 ホッタ　ミサコ

鈴木　　篤 スズキ　アツシ 斉藤　淳二 サイトウ　ジュンジ

【圏央B 第6位】

【圏央A 第5位】

【圏央C 第6位】

【圏央C 第5位】

【圏央B 第8位】

【圏央C 第11位】

【圏央B 第10位】

【圏央C 第13位】

【圏央B 第9位】

ＯＵＴ ＩＮ

【圏央C 第3位】

【圏央B 第3位】

【圏央A 第3位】

【圏央B 第4位】

【圏央B 第5位】

【圏央A 第10位】

【圏央A 第4位】

【圏央C 第3位】

【圏央B 第3位】

【圏央A 第3位】

【圏央B 第4位】

【圏央B 第5位】

【圏央A 第10位】

【圏央A 第4位】

チームA

Ａチーム

Aチーム

ASAKO

Ｂチーム

みずほゴルフ部Aチーム

21

ほけんの窓口グループ株式会社 ほけんの窓口 ゴルフ部

10:26

ほけんの窓口グループ株式会社 ほけんの窓口 ゴルフ部

21

ソニーグループ株式会社 XPERIA 5 ソニーグループ株式会社 XPERIA 5

【圏央A 第1位】

【2020圏央 第2位】

【圏央A 第1位】

【2020圏央 第2位】

20

株式会社イワハシエキスプレス チームワン

10:18

株式会社イワハシエキスプレス チームワン

20

在日米陸軍キャンプ座間基地管理本部 座間キャンプＧＣ 在日米陸軍キャンプ座間基地管理本部 座間キャンプＧＣ

【圏央B 第1位】

【2020圏央 第3位】

【圏央B 第1位】

【2020圏央 第3位】

19

JAセレサ川崎 チームA

10:10

JAセレサ川崎 チームA

19

株式会社野村総合研究所 NAG-S 株式会社野村総合研究所 NAG-S

【圏央A 第2位】

【圏央C 第1位】

【圏央A 第2位】

【圏央C 第1位】

18

丸紅株式会社 丸紅相互会ゴルフ部

10:02

丸紅株式会社 丸紅相互会ゴルフ部

18

日本アイ・ビー・エム株式会社 DeepBlue A 日本アイ・ビー・エム株式会社 DeepBlue A

【圏央C 第2位】

【圏央B 第2位】

【圏央C 第2位】

【圏央B 第2位】

17

JAセレサ川崎 チームC

9:54

JAセレサ川崎 チームC

17

株式会社 野村総合研究所 Aチーム 株式会社 野村総合研究所 Aチーム

【圏央A 第13位】

【圏央B 第7位】

【圏央A 第13位】

【圏央B 第7位】

16

JAセレサ川崎 チームB

9:46

JAセレサ川崎 チームB

16

大成建設株式会社 大成建設（第二）チーム 大成建設株式会社 大成建設（第二）チーム

【圏央A 第9位】

【圏央B 第16位】

【圏央A 第9位】

【圏央B 第16位】

15

キーサイト・テクノロジー株式会社 チームＡ

9:30

キーサイト・テクノロジー株式会社 チームＡ

15

伊藤忠プラスチックス株式会社 CIPS Genesis 伊藤忠プラスチックス株式会社 CIPS Genesis

【圏央C 第12位】

【圏央B 第19位】

【圏央C 第12位】

【圏央B 第19位】

14

株式会社　ビィ・フォアード 前へA

9:22

株式会社　ビィ・フォアード 前へA

14

三洋貿易株式会社 チームPHOENIX Ａ 三洋貿易株式会社 チームPHOENIX Ａ

【圏央A 第11位】

【圏央B 第17位】

【圏央A 第11位】

【圏央B 第17位】

13

株式会社ツインズ チームキャタピーA

9:14

株式会社ツインズ チームキャタピーA

13

株式会社ニトリ NGF チームF 株式会社ニトリ NGF チームF

【圏央C 第10位】

【圏央B 第18位】

【圏央C 第10位】

【圏央B 第18位】

12

株式会社ニトリ NGF チームG 株式会社ニトリ NGF チームG

【圏央C 第9位】

【圏央B 第15位】

【圏央C 第9位】

【圏央B 第15位】

ノキアソリューションズ&ネットワークス合同会社 チームNokia

【圏央C 第8位】

【圏央B 第14位】

【圏央C 第8位】

【圏央B 第14位】

12

三井住友ファイナンス＆リース株式会社 チームSMFLGs

9:06

三井住友ファイナンス＆リース株式会社 チームSMFLGs

11

株式会社NTTドコモ ドコモゴルフクラブAチーム

8:58

株式会社NTTドコモ ドコモゴルフクラブAチーム

澤藤電機株式会社 ＳＡＧＣ

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』

圏央地区決勝
組合せ【8月29日（日）レイクウッドゴルフクラブ　西コース】

№

1

2

3

4

5

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

日機装株式会社

株式会社東栄住宅

伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社

株式会社朝日広告社

株式会社東栄住宅

みずほフィナンシャルグループ

富士フイルム株式会社

株式会社プリンスホテル

スタート
時間

富士フイルム株式会社

株式会社プリンスホテル

澤藤電機株式会社 ＳＡＧＣ

FBGC Aチーム

チームTMT

なんちゃってAチーム

7:30

7:38

7:46

7:54

8:02

【圏央B 第6位】

【圏央A 第5位】

【圏央C 第6位】

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

FBGC Aチーム

チームA

Ａチーム

Aチーム

ASAKO

Ｂチーム

みずほゴルフ部Aチーム

チームTMT

なんちゃってAチーム

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

日機装株式会社

株式会社東栄住宅

伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社

株式会社朝日広告社

株式会社東栄住宅

みずほフィナンシャルグループ

三位一体（Ａ）

6

CRGホールディングス株式会社 ＣＲＧ　Ａチーム CRGホールディングス株式会社 ＣＲＧ　Ａチーム

6

株式会社ビジネスブレイン太田昭和 三位一体（Ａ）

8:10

株式会社ビジネスブレイン太田昭和【圏央C 第5位】

【圏央B 第8位】

三位一体（Ｂ）

7

旭興産株式会社 AKGゴルフ部 旭興産株式会社 AKGゴルフ部

7

株式会社ビジネスブレイン太田昭和 三位一体（Ｂ）

8:18

株式会社ビジネスブレイン太田昭和【圏央C 第11位】

【圏央B 第10位】

チームレイ

8

株式会社エービーシー商会 Bチーム 株式会社エービーシー商会 Bチーム

8

株式会社レイ チームレイ

8:26

株式会社レイ【圏央C 第13位】

【圏央B 第9位】

11

ゴルフ部

9

株式会社エービーシー商会 Aチーム 株式会社エービーシー商会 Aチーム

9

千代田化工建設株式会社 ゴルフ部

8:42

千代田化工建設株式会社【圏央C 第7位】

【圏央B 第12位】

【圏央C 第7位】

【圏央B 第12位】

ノキアソリューションズ&ネットワークス合同会社 チームNokia

JA横浜ゴルフ部

10

本田技研工業株式会社 HGC Aチーム 本田技研工業株式会社 HGC Aチーム

10

横浜農業協同組合 JA横浜ゴルフ部

8:50

横浜農業協同組合【圏央A 第8位】

【圏央B 第13位】

【圏央A 第8位】

【圏央B 第13位】

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


