
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

新海　雅之 シンカイ　マサシ 加藤　　努 カトウ　ツトム

高島 祐一郎 タカシマ ユウイチロウ 今泉　祐二 イマイズミ　ユウジ

鈴木　秀人 スズキ　ヒデト 佐藤　　樹 サトウ　タツキ

末廣　浩司 スエヒロ　コウジ 大河内 佑哉 オオコウチ　ユウヤ

山田　武史 ヤマダ　タケシ 冨田　稔貴 トミタ　トシキ

髙田 健一郎 タカダ　ケンイチロウ 荻本　浩三 オギモト　コウゾウ

佐藤　　学 サトウ　マナブ 塩原　康一 シオバラ　コウイチ

小野　達也 オノ　タツヤ 佐々木　隆 ササキ　タカシ

内山　景志 ウチヤマ　ケイジ 水谷　健司 ミズタニ　ケンジ

秋山　博則 アキヤマ　ヒロノリ 永田　　亮 ナガタ　リョウ

大野　　誠 オオノ　マコト 田中　　新 タナカ　アラタ

熊井　康晃 クマイ　ヤスアキ 宮本 　潤也 ミヤモト　ジュンヤ

小林　　実 コバヤシ　ミノル 唐沢　　敬 カラサワ　タカシ

高羽　琢二 タカバ　タクジ 羽田　健二 ハダ　ケンジ

吉井　建博 ヨシイ　タケヒロ 栗原　和久 クリハラ　カズヒサ

宇野　貴子 ウノ　タカコ 福島　哲雄 フクシマ　テツオ

前田　浩一 マエダ　コウイチ 染谷　尚孝 ソメヤ　マサタカ

橋本　浩志 ハシモト　ヒロシ 中川　皓貴 ナカガワ　ヒロキ

矢内　良樹 ヤナイ　ヨシキ 川添　有一 カワゾエ　ユウイチ

荻原　　潤 オギハラ　ジュン 門田　新平 カドタ　シンペイ

西村　雅貴 ニシムラ　マサキ 杉山　純次 スギヤマ　ジュンジ

増田　修一 マスダ　シュウイチ 山本　広樹 ヤマモト　ヒロキ

野村　　均 ノムラ　ヒトシ 長久保 龍伸 ナガクボ　リュウシン

加藤　久利 カトウ　ヒサトシ 美崎　　悟 ミサキ　サトル

髙橋　　浩 タカハシ　ヒロシ 後藤　芳郎 ゴトウ　ヨシオ

遠藤　　崇 エンドウ　タカシ 磯田　隼人 イソダ　ハヤト

成田　正久 ナリタ　マサヒサ 松下　圭二 マツシタ　ケイジ

中橋　晃文 ナカハシ　テルヤス 村上　　勉 ムラカミ　ツトム

渡辺　　均 ワタナベ　ヒトシ 笹本　康平 ササモト　コウヘイ

小口 健太郎 オグチ　ケンタロウ 田渕 健太郎 タブチ　ケンタロウ

井下　　淳 イノシタ　ジユン 佐藤　満俊 サトウ　ミツトシ

吉川　　暁 ヨシカワ　サトル 後藤　　渉 ゴトウ　ワタル

加茂　正巳 カモ　マサミ 長橋　俊幸 ナガハシ　トシユキ

守岡　智広 モリオカ　トモヒロ 浅見　武彦 アサミ　タケヒコ

八條　隆浩 ハチジョウ　タカヒロ 長谷部　毅 ハセベ　タケシ

秋葉　政信 アキバ　マサノブ 名塚　　崇 ナツカ　タカシ

深代　尚夫 フカシロ　タカオ 林　　秀行 ハヤシ　ヒデユキ

釘山　敏文 クギヤマ　トシフミ 玄海　康晴 ゲンカイ　ヤスハル

渡辺 晃一郎 ワタナベ　コウイチロウ 梅田　和裕 ウメダ　カズヒロ

橘川 美佐子 キツカワ　ミサコ 小野　博康 オノ　ヒロヤス

島村　卓樹 シマムラ　タカキ 森戸　秀知 モリト　ヒデトモ

金田　茂雄 カネダ　シゲオ 三木　早苗 ミキ　サナエ

大澤　晴見 オオサワ　ハルミ 矢野　嘉伸 ヤノ　ヨシノブ

武藤　昭治 ムトウ　ショウジ 荒川　靖武 アラカワ　ヤスタケ

安藤　英基 アンドウ　ヒデキ 相場　隆彰 アイバ　タカアキ

金子　純也 カネコ　ジュンヤ 富田　圭吾 トミタ　ケイゴ

首藤　　雅 シュトウ　マサシ 仲　　義治 ナカ　ヨシハル

鈴木　呂昌 スズキ　トモマサ 吉田　有三 ヨシダ　ユウゾウ

大内　　剛 オオウチ　タケシ 山田　英憲 ヤマダ　ヒデノリ

ラケシュ　ティムシナ ラケシュ　ティムシナ 金山　仁明 カナヤマ　マサアキ

大崎　雅之 オオサキ　マサユキ 櫻井　剛太 サクライ　ゴウタ

青戸 遼市朗 アオト　リョウイチロウ 犬束 龍之介 イヌヅカ　リュウノスケ

北村　和彦 キタムラ　カズヒコ 野口　　靖 ノグチ　ヤスシ

鴨志田　淳 カモシダ　アツシ 橋口　博一 ハシグチ　ヒロカズ

青木　芳清 アオキ　ヨシキヨ 渥美　　勝 アツミ　マサル

末田　浩一 スエダ　コウイチ 小林　　潔 コバヤシ　キヨシ

矢野　政志 ヤノ　マサシ 久保田 幹也 クボタ　ミキヤ

富田　昭夫 トミタ　アキオ 上村　隆明 ウエムラ　タカアキ

高木　洋二 タカギ　ヨウジ 影浦　泰治 カゲウラ　ヤスハル

長谷川　洋 ハセガワ　ヒロシ 網谷　孝仁 アミタニ　タカヒト

鈴木　優輔 スズキ　ユウスケ 山中　大輔 ヤマナカ　ダイスケ

中村　哲平 ナカムラ　テッペイ 菊地　将史 キクチ　マサシ

渡邊　孝樹 ワタナベ　タカキ 佐藤 昇一朗 サトウ　ショウイチロウ

矢崎　宏幸 ヤザキ　ヒロユキ 室田　尚久 ムロタ　ナオヒサ

小木曽　淳 オギソ　アツシ 村瀬　義勝 ムラセ　ヨシカツ

梶　　翔馬 カジ　ショウマ 佐藤　光輝 サトウ　ミツテル

引地 信一朗 ヒキチ　シンイチロウ 藤田　寿志 フジタ　ヒサシ

巽　　一則 タツミ　カズノリ 伊藤　広隆 イトウ　ヒロタカ

矢島　　仁 ヤジマ　ヒトシ 金刺　秀樹 カネザシ　ヒデキ

鷲尾　昌宏 ワシオ　マサヒロ 関　　史裕 セキ　フミヒロ

長田　匡生 オサダ　マサキ 元木　隆博 モトキ　タカヒロ

松下 龍之介 マツシタ　リュウノスケ 五十嵐　崇 イガラシ　タカシ

薙野　太一 ナギノ　タイチ 古林　秀一 コバヤシ　シュウイチ

丸山　龍一 マルヤマ　リュウイチ 服部　真理 ハットリ　マリ

藤岡　秀章 フジオカ　ヒデアキ 菅澤　浩二 スガサワ　コウジ

尹　　鐘九 ユン　ジョング 萩田　良一 ハギタ　リョウイチ

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』

北関東C
組合せ【7月17日（土）取手国際ゴルフ倶楽部　東コース】

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

10:03

10:12

IN
スタート

時間

7:30

7:39

7:48

7:57

8:06

8:15

8:24

8:33

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。

8:42

8:51

9:00

9:09

9:18

9:27

9:36

9:45

9:54

岡畑興産株式会社 岡畑興産ゴルフ部 岡畑興産株式会社 岡畑興産ゴルフ部

18

三菱UFJニコス株式会社 MUN Bチーム

10:03

三菱UFJニコス株式会社 MUN Bチーム

株式会社クレスコ クレスコゴルフ部 A 株式会社クレスコ クレスコゴルフ部 A

19

三井物産株式会社 三井物産ゴルフ部B

10:12

三井物産株式会社 三井物産ゴルフ部B

クレスコゴルフ部B

三井住友ファイナンス＆リース株式会社 ＳＭＦＬ研修会Ｂチーム 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 ＳＭＦＬ研修会Ｂチーム

16

コスモヘルス株式会社 チームCSS

9:45

コスモヘルス株式会社 チームCSS

三菱UFJニコス株式会社 MUN Aチーム 三菱UFJニコス株式会社 MUN Aチーム

17

株式会社クレスコ クレスコゴルフ部B

9:54

株式会社クレスコ

15

花王株式会社 すみだゴルフ部B

9:36

花王株式会社 すみだゴルフ部B

大成有楽不動産株式会社 チームオーベルＡ 大成有楽不動産株式会社 チームオーベルＡ

14

日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社 チームC

9:27

日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社 チームC

富国生命保険相互会社 THE MUTUAL 富国生命保険相互会社 THE MUTUAL

13

日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社 チームT

9:18

日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社 チームT

花王株式会社 すみだゴルフ部A 花王株式会社 すみだゴルフ部A

12

株式会社 エープル Team AKA

9:09

株式会社 エープル Team AKA

出光興産株式会社 チームYS 出光興産株式会社 チームYS

11

リコージャパン株式会社 RJG-A

9:00

リコージャパン株式会社 RJG-A

株式会社大塚商会 Team　Do-Luck 株式会社大塚商会 Team　Do-Luck

№

1

2

3

4

5

音羽グループ

伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社

株式会社島津製作所

株式会社ソルクシーズ

第一三共株式会社

インテル株式会社

東日本電信電話株式会社

インテル株式会社

富士通株式会社

OUT
スタート

時間

インテル株式会社

富士通株式会社

東京建物株式会社 東京建物チームA

チームＸ

　O U T I　N

インテルB

DXフロンティアーズ

7:30

7:39

7:48

7:57

8:06

東京建物株式会社 東京建物チームA

MISTS

島津ゴルフ部関東チーム

ソルクシーズ　ゴルフ部

DSCP&DS

インテルA

つなぐ力

音羽グループ チームＸ

MISTS

島津ゴルフ部関東チーム

ソルクシーズ　ゴルフ部

DSCP&DS

インテルA

つなぐ力

インテルB

DXフロンティアーズ

伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社

株式会社島津製作所

株式会社ソルクシーズ

第一三共株式会社

インテル株式会社

東日本電信電話株式会社

JCE

東京建物株式会社 東京建物チームB 東京建物株式会社 東京建物チームB

6

ジェイシーエンジニアリング株式会社 JCE

8:15

ジェイシーエンジニアリング株式会社

東京建物チームC

株式会社 日立産業制御ソリューションズ HiICS-A 株式会社 日立産業制御ソリューションズ HiICS-A

7

東京建物株式会社 東京建物チームC

8:24

東京建物株式会社

8:33

サトーホールディングス株式会社

東京建物不動産販売

リコージャパン株式会社 リコージャパンＢチーム リコージャパン株式会社 リコージャパンＢチーム

9

東京建物不動産販売株式会社 東京建物不動産販売

8:42

東京建物不動産販売株式会社

チームサトー

株式会社 日立産業制御ソリューションズ HiICS-B 株式会社 日立産業制御ソリューションズ HiICS-B

8

サトーホールディングス株式会社 チームサトー

株式会社　三井住友銀行 SMBC2 株式会社　三井住友銀行 SMBC2

10

戸田建設株式会社 チームＴＯＤＡ－Ｓ

8:51

戸田建設株式会社 チームＴＯＤＡ－Ｓ

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


