
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

加藤　綾治 カトウ　リョウジ 新谷　　敦 シンタニ　アツシ

坂田　博信 サカタ　ヒロノブ 本村 志保真 ホンムラ　シホマサ

征矢　　裕 ソヤ　ユタカ 首藤　博文 シュトウ　ヒロフミ

中山　豊昭 ナカヤマ　トヨアキ 安福　　智 ヤスフク　サトシ

堀田　健二 ホッタ　ケンジ 中岡　慎也 ナカオカ　シンヤ

勝田　彰宏 カツダ　アキヒロ 板東　秀樹 バンドウ　ヒデキ

清水　英治 シミズ　ヒデハル 姫田　康司 ヒメダ　コウジ

荒鎮　孝行 コウジン　タカユキ 長尾　浩平 ナガオ　コウヘイ

葛原　　淳 クズハラ　アツシ 吉田　浩二 ヨシダ　コウジ

大迫　裕朗 オオサコ　ヒロアキ 吉岡　洸生 ヨシオカ　コウ

眞鳥　　翔 マトリ　ショウ 髙津　和美 コウヅ　カズミ

根本　道之 ネモト　ミチユキ 津島　奈美 ツシマ　ナミ

山下　英之 ヤマシタ　ヒデユキ 細見　幸信 ホソミ　ユキノブ

竹原　一志 タケハラ　カズシ 大塚　直哉 オオツカ　ナオヤ

島原　佑樹 シマハラ　ユウキ 光葉　篤子 ミツバ　アツコ

吉岡　美加 ヨシオカ　ミカ 井上　真里 イノウエ　マリ

山根　平碁 ヤマネ　ヘイゴ 槻瀬　圭一 ツキセ　ケイイチ

奥田　英也 オクダ　ヒデヤ 荻上　哲平 オギウエ　テッペイ

田中　輝彦 タナカ　テルヒコ 笹田　貴教 ササダ　タカノリ

中山田 信彰 ナカヤマダ　ノブアキ 山田　　諭 ヤマダ　サトシ

森　　龍希 モリ　リュウキ 檜田　崇博 ヒワダ　タカヒロ

川口　智也 カワグチ　トモヤ 小磯　拓ニ コイソ　タクジ

荻田　　昭 オギタ　アキラ 梅元　達也 ウメモト　タツヤ

白井　祐樹 シライ　ユウキ 水元　　翔 ミズモト　ショウ

藤田　新二 フジタ　シンジ 京奥　将貴 キョウオク　マサタカ

和田　　理 ワダ　サトル 川西　伊織 カワニシ　イオリ

原　　隆人 ハラ　タカト 治田　吉史 ハルタ　ヨシフミ

平松　　慎 ヒラマツ　シン 菊　　義之 キク　ヨシユキ

藤原　昌信 フジワラ　マサノブ 鎌田　伸二 カマダ　シンジ

中田　大樹 ナカタ　タイキ 松田　吉弘 マツダ　ヨシヒロ

高岡　　柱 タカオカ　ハシラ 中矢　善之 ナカヤ　ヨシユキ

岡田　久美 オカダ　クミ 前田　敏宏 マエダ　トシヒロ

山村　康治 ヤマムラ　コウジ 栗原　　陸 クリハラ　リク

塩本　紀明 シオモト　ノリアキ 庭山　久由 ニワヤマ　ヒサヨシ

武田　大輔 タケダ　ダイスケ 森尻　直人 モリジリ　ナオト

榊原　　優 サカキバラ　ユウ 立平　夏己 タテヒラ　ナツキ

芦澤　朋之 アシザワ　トモユキ 小林　正和 コバヤシ　マサカズ

織田　浩幸 オダ　ヒロユキ 久保山 広大 クボヤマ　コウダイ

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

HANWA Osaka

10

テンポスタイル株式会社 Bstand+ テンポスタイル株式会社 Bstand+

10

阪和興業株式会社 HANWA Osaka

9:45

阪和興業株式会社

denzai

9

三井住友信託銀行株式会社 フューチャーブルーム 三井住友信託銀行株式会社 フューチャーブルーム

9

パナソニック株式会社 denzai

9:38

パナソニック株式会社

TEAM-OH

8

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 MUFG関西チーム 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 MUFG関西チーム

8

株式会社　大気社 TEAM-OH

9:31

株式会社　大気社

フレッツ

7

株式会社オブロン ワイレア 株式会社オブロン ワイレア

7

ＮＴＴビジネスソリューションズ株式会社 フレッツ

9:24

ＮＴＴビジネスソリューションズ株式会社

株式会社 ニューテック 自由チーピン党 株式会社 ニューテック 自由チーピン党

6

東京海上日動あんしん生命保険株式会社 あんしんM

9:17

東京海上日動あんしん生命保険株式会社

公益社団法人 全日本不動産協会 大阪府本部

コンポジットテクノ株式会社

公益社団法人 全日本不動産協会 大阪府本部

三建設備工業株式会社

株式会社毎日放送

住友ゴム工業株式会社

株式会社毎日放送

あんしんM

6

№

1

2

3

4

5

らびーず俱楽部 全日ゴルフ部 Aチーム

ファイアーエクスプレス

らびーず俱楽部 全日ゴルフ部 Bチーム

チームＳＫＫ

チームせやねん！

DUNLOP

チームよんチャンＴＶ

SRIXON

あんしんH

SRIXON

あんしんH

8:42

8:49

8:56

9:03

9:10

株式会社 輝栄建設 ㈱輝栄建設

ファイアーエクスプレス

らびーず俱楽部 全日ゴルフ部 Bチーム

チームＳＫＫ

チームせやねん！

DUNLOP

チームよんチャンＴＶ

第21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B
組合せ【7月9日（土）有馬ロイヤルゴルフクラブ　ノーブルコース】

№

1

2

3

4

5

公益社団法人 全日本不動産協会 大阪府本部

コンポジットテクノ株式会社

公益社団法人 全日本不動産協会 大阪府本部

三建設備工業株式会社

株式会社毎日放送

住友ゴム工業株式会社

株式会社毎日放送

住友ゴム工業株式会社

東京海上日動あんしん生命保険株式会社

スタート
時間

住友ゴム工業株式会社

東京海上日動あんしん生命保険株式会社

株式会社 輝栄建設 ㈱輝栄建設

らびーず俱楽部 全日ゴルフ部 Aチーム

　O U T I　N

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！


