
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

三浦 堅太郎 ミウラ　ケンタロウ 鈴木　剛弘 スズキ　タカヒロ

石井　滋喜 イシイ　シゲキ 鍵谷　　満 カギヤ　ミツル

西村　　実 ニシムラ　ミノル 中村　賀一 ナカムラ　ヨシカズ

平田 幸一郎 ヒラタ　コウイチロウ 福田　康裕 フクダ　ヤスヒロ

篠﨑　憲一 シノザキ　ケンイチ 福田　昌弘 フクダ　マサヒロ

清井　隆行 キヨイ　タカユキ 脇田　憲秀 ワキタ　ノリヒデ

野中　聖仁 ノナカ　マサヒト 岸田　佑典 キシダ　ユウスケ

若木　孝優 ワカキ　タカマサ 髙安　裕太 タカヤス　ユウタ

馬場　幸夫 ババ　ユキオ 小野　真輔 オノ　シンスケ

光地　　勲 コウチ　イサオ 清水　哲也 シミズ　テツヤ

桜井　隆史 サクライ　タカシ 近藤　　敦 コンドウ　アツシ

浜口　和也 ハマグチ　カズヤ 栗山　　亮 クリヤマ　リョウ

北村　吉弘 キタムラ　ヨシヒロ 山田　英樹 ヤマダ　ヒデキ

岩下 順二郎 イワシタ　ジュンジロウ 大美　雅敬 オオミ　マサユキ

古川　雅也 フルカワ　マサヤ 林　　潤二 ハヤシ　ジュンジ

平塚　　聡 ヒラツカ　サトシ 松田　力夫 マツダ　リキオ

鈴木　勝也 スズキ　カツヤ 菅谷　　遼 スガヤ　リョウ

内川　　啓 ウチカワ　ケイ 平山　隆道 ヒラヤマ　リュウドウ

八木　公彦 ヤギ　キミヒコ 増田　　敦 マスダ　アツシ

牧野　成樹 マキノ　シゲキ 土屋　敏明 ツチヤ　トシアキ

池田　秀巨 イケダ　ヒデノリ 片岡　有二 カタオカ　ユウジ

松本 翔太郎 マツモト　ショウタロウ 山本　敏雅 ヤマモト　トシマサ

藤野　一彦 フジノ　カズヒコ 高橋　成忠 タカハシ　シゲタダ

樋口　喜禎 ヒグチ　ヨシサダ 浅見　智徳 アサミ　トモノリ

笠原　和彦 カサハラ　カズヒコ 反町　希一 ソリマチ　キイチ

今井　　衛 イマイ　エイ 白木　悠貴 シラキ　ヒロタカ

稲田　一彦 イナダ　カズヒコ 喜田 敬太郎 キダ　ケイタロウ

会津　康弘 アイヅ　ヤスヒロ 四方　　勉 シカタ　ツトム

武田　和徳 タケダ　カズノリ 小笠原　航 オガサワラ　ワタル

橋谷　有造 ハシヤ　ユウゾウ 金子 　丈士 カネコ　タケシ

永津　　愛 ナガツ　アイ 半田　智子 ハンダ　トモコ

並木 嵯由里 ナミキ　サユリ 衣笠　理恵 キヌガサ　リエ

山口　貴弘 ヤマグチ　タカヒロ 中井　　陸 ナカイ　リク

三本木　晃 サンボンギ　ヒカル  鹿住　勇介 カズミ　ユウスケ

高井　英行 タカイ　ヒデユキ 森脇　新也 モリワキ　シンヤ

野井　俊聡 ノイ　トシソウ 青柳 陽一郎 アオヤギ　ヨウイチロウ

永野　　徹 ナガノ　トオル 稲木　鉄志 イナキ　テツジ

永野　雄亮 ナガノ　ユウスケ 塚田　圭司 ツカダ　ケイジ

藤岡　英樹 フジオカ　ヒデキ 佐藤　敏紀 サトウ　トシノリ

日置　拓磨 ヒオキ　タクマ 宮本　大峰 ミヤモト　タイホウ

丸山　亮一 マルヤマ　リョウイチ 矢島 久仁彦 ヤジマ　クニヒコ

秋山　達哉 アキヤマ　タツヤ 片本　竜二 カタモト　リュウジ

津田　英信 ツダ　ヒデノブ 光本　達彦 ミツモト　タツヒコ

生田　武司 イクタ　タケシ 増子　雄哉 マシコ　ユウヤ

岡田　　崇 オカダ　タカシ 端　　直人 ハシ　ナオト

森　祐太朗 モリ　ユウタロウ 宮林　政好 ミヤバヤシ　マサヨシ

山崎　　仁 ヤマザキ　ヒトシ 日高　源太 ヒダカ　ゲンタ

糸井　良徳 イトイ　ヨシノリ 鈴木　千三 スズキ　センゾウ

小西　泰重 コニシ　ヤスシゲ 廣江　正之 ヒロエ　マサユキ

河原　康生 カワハラ　ヤスオ 塩津　晋也 シオツ　シンヤ

石黒 基二郎 イシグロ　モトジロウ 中田　秀樹 ナカタ　ヒデキ

堀　　明生 ホリ　アキオ 小島　一馬 コジマ　カズマ

高橋　　毅 タカハシ　ツヨシ 福岡　大城 フクオカ　ヒロキ

河辺　恵理 カワナベ　エリ 金子 真由美 カネコ　マユミ

相徳　雅男 アイトク　マサオ 水口　将彰 ミナグチ　マサアキ

松原　一浩 マツバラ　カズヒロ 宇野　騰展 ウノ　タカノリ

福島　健次 フクシマ　ケンジ 風間　英樹 カザマ　ヒデキ

竹原　　慎 タケハラ　マコト 石田 健太郎 イシダ　ケンタロウ

稲垣　勝俊 イナガキ　カツトシ 白濱　忠博 シラハマ　タダヒロ

根岸　信介 ネギシ　シンスケ 笹川　　厚 ササガワ　アツシ

嶋村　宗高 シマムラ　ムネタカ 岩崎　裕史 イワサキ　ユウシ

福島　聖史 フクシマ　サトシ 岩崎　裕子 イワサキ　ユウコ

相原　一雄 アイハラ　カズオ 藤井　雅美 フジイ　マサミ

安藤　広基 アンドウ　ヒロモト 佐伯　貴志 サエキ　タカシ

梶原　隆司 カジワラ　リュウジ 日高　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

大原　俊弘 オオハラ　トシヒロ 中川　雄吾 ナカガワ　ユウゴ

嶺井　和彦 ミネイ　カズヒコ 岩切　秀典 イワキリ　ヒデノリ

細谷　有彦 ホソヤ　アリヒコ 草切　　修 クサキリ　オサム

廣田　千明 ヒロタ　チアキ 一ノ瀬 政和 イチノセ　マサカズ

大城遼太郎 オオシロリョウタロウ 佐々木　拓也 ササキ　タクヤ

岸間　　匠 キシマ　タクミ 小田　剛史 オダ　タケシ

梅澤　清一 ウメザワ　セイイチ

安藤　研一 アンドウ　ケンイチ

辻村　重行 ツジムラ　シゲユキ

鬼頭　邦男 キトウ　クニオ

19

株式会社野村総合研究所 NAG-F

10:51
株式会社 安藤・間 安藤ハザマ ゴルフ部

18

株式会社ツインズ チームキャタピーB

10:44

株式会社ツインズ チームキャタピーB

18

株式会社野村総合研究所 NAG-F 株式会社 安藤・間 安藤ハザマ ゴルフ部

17

株式会社ツインズ チームキャタピーA

10:37

株式会社ツインズ チームキャタピーA

17

株式会社 日本都市 株式会社 日本都市 株式会社 日本都市 株式会社 日本都市

16

株式会社道路資材 ロードマテル

10:30

株式会社道路資材 ロードマテル

16

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 FBGC Bチーム 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 FBGC Bチーム

15

SCSK株式会社 GB2

10:23

SCSK株式会社 GB2

15

株式会社 丸山製作所 チーム丸山 株式会社 丸山製作所 チーム丸山

14

SCSK株式会社 GB1

10:16

SCSK株式会社 GB1

14

株式会社セブン－イレブン・ジャパン チームセブン 株式会社セブン－イレブン・ジャパン チームセブン

13

武田薬品工業株式会社 スケールSチーム

10:09

武田薬品工業株式会社 スケールSチーム

13

伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 Bチーム 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 Bチーム

12

戸田建設株式会社 チームＴＯＤＡ－Ｂ

10:02

戸田建設株式会社 チームＴＯＤＡ－Ｂ

12

株式会社 三井住友銀行 SMBC1 株式会社 三井住友銀行 SMBC1

11

ヨネックス株式会社 グリーンチーム

9:55

ヨネックス株式会社 グリーンチーム

11

株式会社コスモスイニシア イニシアB 株式会社コスモスイニシア イニシアB

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』

南関東C
組合せ【7月10日（土）グレンオークスカントリークラブ】

№

1

2

3

4

5

株式会社京葉銀行

株式会社エンバイオ・ホールディングス

株式会社京葉銀行

三菱商事株式会社

株式会社 京葉銀行

株式会社大塚商会

株式会社リクルート

株式会社トータル保険サービス

出光興産株式会社

スタート
時間

株式会社トータル保険サービス

出光興産株式会社

ホーチキ株式会社 ホーチキ Aチーム

京葉銀行A

　O U T I　N

ＴＯＴＡＬ　ＮＯ．１

チームS

8:45

8:52

8:59

9:06

9:13
ホーチキ株式会社 ホーチキ Aチーム

チームエンバイオ

京葉銀行B

MC GOLF TEAM A

京葉銀行C

チームＯＴＳ

株式会社リクルート

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

京葉銀行A

チームエンバイオ

京葉銀行B

MC GOLF TEAM A

京葉銀行C

チームＯＴＳ

株式会社リクルート

ＴＯＴＡＬ　ＮＯ．１

チームS

株式会社京葉銀行

株式会社エンバイオ・ホールディングス

株式会社京葉銀行

三菱商事株式会社

株式会社 京葉銀行

株式会社大塚商会

株式会社リクルート

thermos 1904

6

ホーチキ株式会社 ホーチキBチーム ホーチキ株式会社 ホーチキBチーム

6

サーモス株式会社 thermos 1904

9:20

サーモス株式会社

R-Eagles

7

三井物産株式会社 三井物産ゴルフ部A 三井物産株式会社 三井物産ゴルフ部A

7

楽天グループ株式会社 R-Eagles

9:27

楽天グループ株式会社

R-Vissel

8

富士通株式会社 富士通レディース 富士通株式会社 富士通レディース

8

楽天グループ株式会社 R-Vissel

9:34

楽天グループ株式会社

Rakuten-L

9

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 ADゴルフ部 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 ADゴルフ部

9

楽天グループ株式会社 Rakuten-L

9:41

楽天グループ株式会社

ブルーチーム

10

株式会社コスモスイニシア イニシアA 株式会社コスモスイニシア イニシアA

10

ヨネックス株式会社 ブルーチーム

9:48

ヨネックス株式会社

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


