
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

阪口　拓也 サカグチ　タクヤ 若林　明伸 ワカバヤシ　アキノブ

― ― 楠本　一樹 クスモト　カズキ

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 長谷川 敏朗 ハセガワ　トシロウ

葛原　　淳 クズハラ　アツシ 渋谷　秀勝 シブヤ　ヒデカツ

大迫　裕朗 オオサコ　ヒロアキ 大塚　直哉 オオツカ　ナオヤ

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

細見　幸信 ホソミ　ユキノブ 吉田　浩二 ヨシダ　コウジ

岩波　　輝 イワナミ　ヒカル 飯田　勝康 イイダ　カツヤス

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

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

廣兼 光太郎 ヒロカネ　コウタロウ 山本　仁城 ヤマモト　マサキ

南林　弘基 ミナミバヤシ　ヒロキ 四方　庸介 シカタ　ヨウスケ

新山　文夫 ニイヤマ　ノリオ 湯山　　浩 ユヤマ　ヒロシ

大西　浩夫 オオニシ　ヒロオ 黒岡　浩子 クロオカ　ヒロコ

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

丹羽　眞生 ニワ　シンキ 今井　康二 イマイ　コオジ

丹羽　治枝 ニワ　ハルエ 峰山　俊寛 ミネヤマ　トシヒロ

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

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

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

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

宮脇　洋二 ミヤワキ　ヨウジ 藤木　伸一 フジキ　シンイチ

溝渕　功一 ミゾブチ　コウイチ 濱口　和樹 ハマグチ　カズキ

冨田　浩司 トミタ　コウジ 土田　昌彦 ツチダ　マサヒコ

鷺山　豪士 サギヤマ　タケシ 岸本　和也 キシモト　カズヤ

染谷　玲央 ソメタニ　レオ 森田　晃平 モリタ　コウヘイ

山本　晃市 ヤマモト　コウイチ 小泉　直哉 コイズミ　ナオヤ

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。

チームアルファB

9

日本住宅流通株式会社 NJR 日本住宅流通株式会社 NJR

9

アルファ・ラバル株式会社 チームアルファB

8:00

アルファ・ラバル株式会社

真ARF

8

アルファ・ラバル株式会社 チームアルファA アルファ・ラバル株式会社 チームアルファA

8

日本郵便株式会社 真ARF

7:52

日本郵便株式会社

ビッグウェーブ

7

パナソニック株式会社 加西事業所 PKW48 パナソニック株式会社 加西事業所 PKW48

7

近畿労働金庫 ビッグウェーブ

7:45

近畿労働金庫

因幡電機産業株式会社 俺に任せろ！！ 因幡電機産業株式会社 俺に任せろ！！

6

有限会社マイプラン マイプランゴルフ部

7:37

有限会社マイプラン

株式会社MORESCO

NTT西日本グループ

株式会社毎日放送

株式会社長谷工コーポレーション

株式会社毎日放送

ジャパン・イーエム・ソリューションズ株式会社

株式会社吉富運輸

マイプランゴルフ部
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もれすこ

フレッツ

チームよんチャンＴＶ

ハセコー1

チームせやねん！

JEMS

ビギナーズ

Bstand+

Ikuwakai Golf Club

Bstand+

Ikuwakai Golf Club

7:00

7:07

7:15

7:22

7:30

IQVIA サービシーズ ジャパン 株式会社 チームQ Osaka

フレッツ

チームよんチャンＴＶ

ハセコー1

チームせやねん！

JEMS

ビギナーズ

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A
組合せ【6月19日（土）小野グランドカントリークラブNEWコース】
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株式会社MORESCO

NTT西日本グループ

株式会社毎日放送

株式会社長谷工コーポレーション

株式会社毎日放送

ジャパン・イーエム・ソリューションズ株式会社

株式会社吉富運輸

テンポスタイル株式会社

医療法人育和会　育和会記念病院

スタート
時間

テンポスタイル株式会社

医療法人育和会　育和会記念病院

IQVIA サービシーズ ジャパン 株式会社 チームQ Osaka

もれすこ

　O U T I　N

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


