
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

川口　智也 カワグチ　トモヤ 加屋野 一建 カヤノ　カズタケ

小磯　拓ニ コイソ　タクジ 荻上　哲平 オギウエ　テッペイ

阿部　行央 アベ　ユキオ 小森　克文 コモリ　カツフミ

繁村　征志 シゲムラ　マサシ 印南　孝宣 インナン　タカノブ

奥田　英也 オクダ　ヒデヤ 檜田　崇博 ヒワダ　タカヒロ

槻瀬　圭一 ツキセ　ケイイチ 山根　平碁 ヤマネ　ヘイゴ

森本　良二 モリモト　リョウジ 奥田　忠彦 オクダ　タダヒコ

西田　　覚 ニシダ　サトル 小泉　裕紀 コイズミ　ヒロキ

春山　雅彦 ハルヤマ　マサヒコ 橋本　　学 ハシモト　マナブ

三河　誠二 ミカワ　セイジ 西畑　大輔 ニシハタ　ダイスケ

田村　一幸 タムラ　カズユキ 北本　　社 キタモト　タカシ

桑名　哲也 クワナ　テツヤ 杉崎　成樹 スギサキ　シゲキ

増田　俊二 マスダ　シュンジ 今西　高明 イマニシ　タカアキ

小口　　久 コグチ　ヒサシ 吉見　将司 ヨシミ　マサシ

石塚　祥成 イシヅカ　ヨシナリ 野々　哲也 ノノ　テツヤ

野村　匡良 ノムラ　マサヨシ 塚野　元基 ツカノ　トモキ

光本　信也 ミツモト　ノブヤ 友長　　悟 トモナガ　サトル

清野　　洋 キヨノ　ヒロシ 大山　邦彦 オオヤマ　クニヒコ

加藤　昌司 カトウ　ショウジ 窪田　貴広 クボタ　タカヒロ

酒井　順二 サカイ　ジュンジ 野島　拓翔 ノジマ　タクト

木田　良太 キダ　リョウタ 津坂　英二 ツサカ　エイジ

本郷　順三 ホンゴウ　ジュンゾウ 成田　　薫 ナリタ　カオル

中山　健一 ナカヤマ　ケンイチ 浦野　義幸 ウラノ　ヨシユキ

高橋　純平 タカハシ　ジュンペイ 杉山　　勲 スギヤマ　イサオ

高田　裕生 タカダ　ヒロオ 佐々木　優 ササキ　マサル

山田　剛士 ヤマダ　ツヨシ 鮫島　　崇 サメシマ　タカシ

堀内　晋平 ホリウチ　シンペイ 和泉 須賀雄 イズミ　スガオ

金田　　悟 カネダ　サトル 山本　芳和 ヤマモト ヨシカズ

岸野　浩士 キシノ　コウジ 柴田　啓太 シバタ　ケイタ

福田　大輝 フクダ　ダイキ 北山　　忠 キタヤマ　タダシ

井手　敏明 イデ　トシアキ 三田　健司 ミタ　ケンジ

佐藤　英紀 サトウ　ヒデキ 宮谷　信一 ミヤタニ　シンイチ

木下　吉隆 キノシタ　ヨシタカ ― ―

永廣　啓士 エヒロ　ケイジ ― ―

堀越　良一 ホリコシ　リョウイチ ― ―

大窪　忠明 オオクボ　タダアキ ― ―

流川　博文 ナガレカワ　ヒロフミ 尾坂　孝幸 オサカ　タカユキ

島本　絹子 シマモト　キヌコ 石井　　亮 イシイ　リョウ

山本　友造 ヤマモト　ユウゾウ 加賀爪 洋樹 カガツメ　ヒロキ

市川　久登 イチカワ　ヒサト 冨田　大介 トミタ　ダイスケ

農端　　貴 ノバタ　タカシ 内田　雅治 ウチダ　マサハル

小野　　剛 オノ　ツヨシ 森本　浩史 モリモト　ヒロシ

吉岡　秀雄 ヨシオカ　ヒデオ 吉岡　孝広 ヨシオカ　タカヒロ

奥谷 慎太郎 オクタニ　シンタロウ 宮本　　翔 ミヤモト　ショウ

Team-B

10

株式会社 吉岡商会 チームてんこもり 株式会社 吉岡商会 チームてんこもり

10

株式会社 吉永建設 team Yoshinaga

8:28

大和リース株式会社

―

9

大和リース株式会社 Team-B ― ―

9

株式会社 吉永建設 team Yoshinaga

8:21

―

TEAMピスタチオ

8

株式会社京都プラテック TEAM KYOPLA 株式会社京都プラテック TEAM KYOPLA

8

NTT西日本グループ TEAMピスタチオ

8:14

NTT西日本グループ

ハセコー３

7

株式会社 堀内機械 ホリダー 株式会社 堀内機械 ホリダー

7

株式会社長谷工コーポレーション ハセコー３

8:07

株式会社長谷工コーポレーション

株式会社サンアロマ 株式会社サンアロマ 株式会社サンアロマ 株式会社サンアロマ

6

株式会社長谷工コーポレーション ハセコー2

8:00

株式会社長谷工コーポレーション

東京海上日動あんしん生命保険株式会社

株式会社ナカノフドー建設

東京海上日動あんしん生命保険株式会社

株式会社ドコモＣＳ関西

星和電機株式会社

株式会社ドコモＣＳ関西

エネクスフリート株式会社

ハセコー2
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№

1

2

3

4

5

あんしんB

ベアーズ

あんしんA

ｄｃｍチームＢ

STARLED☆S

dcmチームＡ

TEAMえねぴい

センコー株式会社Bチーム

チーム　フタバ

センコー株式会社Bチーム

チーム　フタバ

7:25

7:32

7:39

7:46

7:53

株式会社アサヒオプティカル SUPER HI INDEX

ベアーズ

あんしんA

ｄｃｍチームＢ

STARLED☆S

dcmチームＡ

TEAMえねぴい

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』

東近畿A
組合せ【5月29日（土）瀬田ゴルフコース　東コース】

№

1

2

3

4

5

東京海上日動あんしん生命保険株式会社

株式会社ナカノフドー建設

東京海上日動あんしん生命保険株式会社

株式会社ドコモＣＳ関西

星和電機株式会社

株式会社ドコモＣＳ関西

エネクスフリート株式会社

センコー株式会社

フタバ興業株式会社

スタート
時間

センコー株式会社

フタバ興業株式会社

株式会社アサヒオプティカル SUPER HI INDEX

あんしんB

　O U T I　N

11

大和リース株式会社 Team-A

8:35

大和リース株式会社 Team-A

11

株式会社 吉岡商会 チームやまもり 株式会社 吉岡商会 チームやまもり

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。

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

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


