
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

髙田 健一郎 タカダ　ケンイチロウ 鈴木　康人 スズキ　ヤスヒト

陶山　高弘 スヤマ　タカヒロ 冨田　稔貴 トミタ　トシキ

林　　勝年 ハヤシ　カツトシ 菅沼　達宣 スガヌマ　タツノリ

星谷　泰司 ホシヤ　タイジ 門脇　一俊 カドワキ　カズトシ

中村　太郎 ナカムラ　タロウ 長谷川 大輔 ハセガワ　ダイスケ

伊東　貴彦 イトウ　タカヒコ 藤原　拓哉 フジハラ　タクヤ

岩島　紀枝 イワシマ　ノリエ 野村　浩樹 ノムラ　コウキ

岡田　　浩 オカダ　ヒロシ 椎名　　透 シイナ　トオル

稲垣　勝俊 イナガキ　カツトシ 吉田　和宏 ヨシダ　カズヒロ

岩井 智一郎 イワイ　トモイチロウ 笹川　　厚 ササガワ　アツシ

藤岡　英樹 フジオカ　ヒデキ 宮本　大峰 ミヤモト　タイホウ

佐藤　敏紀 サトウ　トシノリ 光本　達彦 ミツモト　タツヒコ

甲斐　　陽 カイ　アキラ 加藤　孝一 カトウ　コウイチ

服部　剛大 ハットリ　タカヒロ 福田　淳二 フクダ　ジュンジ

津田　英信 ツダ　ヒデノブ 生田　武司 イクタ　タケシ

射場　　豊 イバ　ユタカ 日置　拓磨 ヒオキ　タクマ

高橋　大輔 タカハシ　ダイスケ 並河　　悟 ナミカワ　サトル

太田 信次郎 オオタ　シンジロウ 谷戸　充彦 タニド　ミツヒコ

岡上　浩司 オカウエ　コウジ 長岡　昌吾 ナガオカ　ショウゴ

鵜瀬 総一郎 ウノセ　ソウイチロウ 野口　昭久 ノグチ　アキヒサ

岩田　真豊 イワタ　マサトヨ 満留　義隆 ミツドメ　ヨシタカ

木下　和也 キノシタ　カズヤ 桜井　慶和 サクライ　ヨシカズ

栗原　慎平 クリハラ　シンペイ 田中　宏昌 タナカ　ヒロマサ

野澤　伸一 ノザワ　シンイチ 村木　崇宣 ムラキ　タカノブ

山本　賢ニ ヤマモト　ケンジ 近藤　裕孝 コンドウ　ユタカ

加藤　　浩 カトウ　ヒロシ 西村　和真 ニシムラ　カズマ

山下　孝幸 ヤマシタ　タカユキ 見木　武人 ケンモク　タケヒト

原口　一孝 ハラグチ　イチコウ 佐藤　政義 サトウ　マサヨシ

田邉　佑哉 タナベ　ユウヤ 田辺　　聡 タナベ　サトシ

平田　竹志 ヒラタ　タケシ 田添　裕嗣 タゾエ　ユウジ

岸間　　匠 キシマ　タクミ 宮井　康多 ミヤイ　コウタ

中　　博史 ナカ　ヒロシ 高尾　和成 タカオ　カズナリ

引地 信一朗 ヒキチ　シンイチロウ 大谷　康二 オオタニ　コウジ

米田　孝嗣 ヨネダ　タカシ 巽　　一則 タツミ　カズノリ

内田　貞至  ウチタ　サダシ 横山　正直 ヨコヤマ　マサナオ

小林 祐太朗  コバヤシ　ユウタロウ 長谷川　潤 ハセガワ　ジュン

丹治　　孝 タンジ　タカシ 小寺　達也 コテラ　タツヤ

山崎　久史 ヤマザキ　ヒサシ 佐村　集人 サムラ　シュウト

森岡　　誠 モリオカ　マコト 青山　勝己 アオヤマ　カツミ

丸山　喜史 マルヤマ　ヨシブミ 松山　　兼 マツヤマ　ケン

萱原　　純 カヤハラ　ジュン 菅井　暢浩 スガイ　ノブヒロ

山下　洋史 ヤマシタ　ヒロシ 長野　吉晴 ナガノ　ヨシハル

白石　　博 シライシ　ヒロシ 中西　一生 ナカニシ　イッセイ

國本　大樹 クニモト　ヒロキ 市田　哲平 イチダ　テッペイ

田代　孝則 タシロ　タカノリ 川上　寛二 カワカミ　カンジ

小川　秀幸 オガワ　ヒデユキ 外塚　勝也 トヅカ　カツヤ

川崎　靖弘 カワサキ　ヤスヒロ 金原　栄治 キンバラ　エイジ

香川　朋彦 カガワ　トモヒコ 服部　浩史 ハットリ　ヒロシ

長沢　敬一 ナガサワ　ケイイチ 吉井　英明 ヨシイ　ヒデアキ

小野　　徹 オノ　トオル 岩渕　　道 イワブチ　トオル

今井　左内 イマイ　サナイ 中原　史雄 ナカハラ　フミオ

藤原　幸治 フジワラ　コウジ 加藤　　晃 カトウ　アキラ

清田　直文 キヨタ　ナオフミ 嶋﨑　　賢 シマザキ　サトシ

関根　大輔 セキネ　ダイスケ 岡部　昌裕 オカベ　マサヒロ

鈴木　由知 スズキ　ユウチ 星野　佑貴 ホシノ　ユウキ

青野 憲太郎 アオノ　ケンタロウ 澤田　政史 サワダ　マサフミ

杉山　　圭 スギヤマ　ケイ

作山　洋貴 サクヤマ　ヒロキ

押田 凌大郎 オシダ　リョウタロウ

二村　健人 ニムラ　ケント

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

15

埼玉医科大学病院 埼玉医科大学病院ゴルフチーム

8:45

東京海上日動火災保険株式会社 TMNFゴルフ部

13

エビス建販株式会社 Ａｖｉｓ チーム

8:31

エビス建販株式会社 Ａｖｉｓ チーム

凰商事株式会社 Team　OHTORI 凰商事株式会社 Team　OHTORI

14

ほけんの窓口グループ株式会社 ほけんの窓口 ゴルフ部

8:38

ほけんの窓口グループ株式会社 ほけんの窓口 ゴルフ部

14

東京海上日動火災保険株式会社 TMNFゴルフ部 埼玉医科大学病院 埼玉医科大学病院ゴルフチーム

12

有限会社田代建設 荒川アスリート

8:24

有限会社田代建設 荒川アスリート

12

ENEOS株式会社 ENEOS　X　PRIME ENEOS株式会社 ENEOS　X　PRIME

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』

南関東A
組合せ【6月12日（日）千葉よみうりカントリークラブ】

№

1

2

3

4

5

株式会社島津製作所

豊通ケミプラス株式会社

KPMG税理士法人

出光興産株式会社

株式会社　丸山製作所

株式会社コスモスイニシア

日機装株式会社

株式会社コスモスイニシア

みずほフィナンシャルグループ

スタート
時間

株式会社コスモスイニシア

みずほフィナンシャルグループ

アドビ株式会社 でじたる

島津ゴルフ部関東チーム

　O U T I　N

イニシアB

みずほゴルフ部Aチーム

7:00

7:07

7:14

7:21

7:28

アドビ株式会社 でじたる

TCPゴルフ部

KPMG

チーム1992

チーム丸山

イニシアA

チームA

№

1

2

3

4

5

島津ゴルフ部関東チーム

TCPゴルフ部

KPMG

チーム1992

チーム丸山

イニシアA

チームA

イニシアB

みずほゴルフ部Aチーム

株式会社島津製作所

豊通ケミプラス株式会社

KPMG税理士法人

出光興産株式会社

株式会社　丸山製作所

株式会社コスモスイニシア

日機装株式会社

みずほゴルフ部Bチーム

6

東京システムハウス株式会社 TSH Aチーム 東京システムハウス株式会社 TSH Aチーム

6

みずほフィナンシャルグループ みずほゴルフ部Bチーム

7:35

みずほフィナンシャルグループ

みずほゴルフ部Cチーム

7

東京システムハウス株式会社 TSH　Bチーム 東京システムハウス株式会社 TSH　Bチーム

7

みずほフィナンシャルグループ みずほゴルフ部Cチーム

7:42

みずほフィナンシャルグループ

三井住友カードA

8

株式会社野村総合研究所 NAG_Y 株式会社野村総合研究所 NAG_Y

8

三井住友カード株式会社 三井住友カードA

7:56

三井住友カード株式会社

研修会Bチーム

9

株式会社エービーシー商会 Aチーム 株式会社エービーシー商会 Aチーム

9

三井住友ファイナンス＆リース株式会社 研修会Bチーム

8:03

三井住友ファイナンス＆リース株式会社

チームZ

10

株式会社エービーシー商会 Bチーム 株式会社エービーシー商会 Bチーム

10

ゼンテリア株式会社 チームZ

8:10

ゼンテリア株式会社

11

株式会社電通 TEAM 1987

8:17

株式会社電通 TEAM 1987

11

株式会社エービーシー商会 Cチーム 株式会社エービーシー商会 Cチーム

13

15

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


