
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

根来　雅之 ネゴロ　マサユキ 亀田　紀之 カメダ　ノリユキ

持地 潤ニ郎 モチジ　ジュンジロウ 秋山　隆人 アキヤマ　タカヒト

小嶋　正人 コジマ　マサト 濱田　　敦 ハマダ　アツシ

小林　隆宏 コバヤシ　タカヒロ 野本　尚宏 ノモト　ナオヒロ

内山　景志 ウチヤマ　ケイジ 永田　　亮 ナガタ　リョウ

恒松　弘基 ツネマツ　ヒロキ 秋山　博則 アキヤマ　ヒロノリ

土居　秀一 ドイ　シュウイチ 田代　恒二 タシロ　コウジ

山内　惠司 ヤマウチ　ケイジ 安田　　仁 ヤスダ　ジン

中川　直紀 ナカガワ　ナオキ 白崎　憲治 シラサキ　ケンジ

宮下　正俊 ミヤシタ　マサトシ 山﨑　一樹 ヤマザキ　カズキ

布施　正和 フセ　マサカズ 加藤　雄高 カトウ　ユタカ

小林　俊博 コバヤシ　トシヒロ 里　　和生 サト　カズキ

水﨑　健人 ミズサキ　ケント 住永 耕二郎 スミナガ　コウジロウ

佐藤　直人 サトウ　ナオト 千嶌　健太 チシマ　ケンタ

山下　洋史 ヤマシタ　ヨオジ 橋本　敏彦 ハシモト　トシヒコ

萩生田 幹夫 ハギウダ　ミキオ 菅原　英児 スガハラ　エイジ

佐藤　滋美 サトウ　シゲミ 和田　芳明 ワダ　ヨシアキ

殿岡　孝夫 トノオカ　タカオ 小杉　洋平 コスギ　ヨウヘイ

小林　剛正 コバヤシ　タカマサ 加藤　好忠 カトウ　ヨシタダ

菊地　　秀 キクチ　シゲル 高木　綾子 タカキ　アヤコ

佐藤　利宏 サトウ　トシヒロ 服部　恒彦 ハットリ　ツネヒコ

山中　正樹 ヤマナカ　マサキ 土井　仁喜 ドイ　ミキ

岩橋　雅一 イワハシ　マサカズ 岩橋　史弥 イワハシ　フミヤ

中井　康之 ナカイ　ヤスユキ 岩橋　梨瑛 イワハシ　リエ

新倉　秀雄 ニイクラ　ヒデオ 木下　雅大 キノシタ　マサヒロ

堀籠　正浩 ホリゴメ　マサヒロ 高木　貴洋 タカギ　タカヒロ

初谷　　真 ハツヤ　マコト 杉本　光弘 スギモト　ミツヒロ

山田　泰之 ヤマダ　ヤスユキ 関口　　章 セキグチ　アキラ

山口　智之 ヤマグチ　トモユキ 加藤　　聡 カトウ　サトシ

宮崎　正宏 ミヤザキ　マサヒロ 佐藤　龍次 サトウ　リュウジ

中山　寛彦 ナカヤマ　ノブヒコ 目黒　敦志 メグロ　アツシ

別府　　瑛 ベップ　アキラ 進藤　伴明 シンドウ　トモアキ

稲木　鉄志 イナキ　テツジ 大久保 文貴 オオクボ　フミタカ

大木　　敬 オオキ　タカシ 永野　　徹 ナガノ　トオル

小西　泰重 コニシ　ヤスシゲ 廣江　正之 ヒロエ　マサユキ

河原　康生 カワハラ　ヤスオ 塩津　晋也 シオツ　シンヤ

丸山　亮一 マルヤマ　リョウイチ 片本　竜二 カタモト　リュウジ

菅沼　健一 スガヌマ　ケンイチ 矢島 久仁彦 ヤジマ　クニヒコ

遠山　敏正 トオヤマ　トシマサ 佐伯　貴志 サエキ　タカシ

安藤　広基 アンドウ　ヒロモト 奥居　正道 オクイ　マサミチ

藤川　敬三 フジカワ　ケイゾウ 中野　　晃 ナカノ　アキラ

森　　ゆず モリ　ユズ 畑中　　誠 ハタナカ　マコト

堀越　博文 ホリコシ　ヒロフミ 今富　浩司 イマトミ　コウジ

嶋田 真由美 シマダ　マユミ 木道　俊一 キドウ　シュンイチ

野田　靜真 ノダ　シズマ 水口　将彰 ミナグチ　マサアキ

松原　一浩 マツバラ　カズヒロ 宇野　騰展 ウノ　タカノリ

神田　泰寿 カンダ　ヤストシ 木内　武文 キウチ　タケフミ

中村　　中 ナカムラ　アタル 吉池　　隆 ヨシイケ　タカシ

木内　陽介 キウチ　ヨウスケ 藤柳　慶史 フジヤナギ　ヨシフミ

守谷　謙二 モリヤ　ケンジ 花田　健文 ハナダ　タケフミ

下村　智宏 シモムラ　トモヒロ 石川　隆正 イシカワ　タカマサ

矢部　嵩浩 ヤベ　タカヒロ 遠藤　綱輝 エンドウ　コウキ

平島　　剛 ヒラシマ　ツヨシ 平林　昌樹 ヒラバヤシ　マサキ

佐藤　秀樹 サトウ　ヒデキ 遠田　将弘 トオダ　マサヒロ

本庄　政哉 ホンジョウ　マサヤ 神取　佑樹 カンドリ　ユウキ

東　　鉱平 アズマ　コウヘイ 高木　　渉 タカギ　アユム

ブルーチーム

9

武田薬品工業株式会社 スケイルS 武田薬品工業株式会社 スケイルS

9

ヨネックス株式会社 ブルーチーム

8:04

ヨネックス株式会社

グリーンチーム

10

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 FBGC　チームA 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 FBGC　チームA

10

ヨネックス株式会社 グリーンチーム

8:12

ヨネックス株式会社

11

正栄食品工業株式会社 ほぼ関西人

8:20

正栄食品工業株式会社 ほぼ関西人

11

株式会社NTTドコモ ドコモゴルフクラブA 株式会社NTTドコモ ドコモゴルフクラブA

株式会社拓洋

8

JAセレサ川崎 チームC JAセレサ川崎 チームC

8

株式会社拓洋 株式会社拓洋

7:56

株式会社拓洋

チームツー

7

JAセレサ川崎 チームA JAセレサ川崎 チームA

7

株式会社イワハシエキスプレス チームツー

7:48

株式会社イワハシエキスプレス

株式会社イワハシエキスプレス チームワン 株式会社イワハシエキスプレス チームワン

6

キーサイト・テクノロジー株式会社 Cチーム

7:40

キーサイト・テクノロジー株式会社

富士フイルム株式会社

三井住友トラストアセットマネジメント株式会社

第一三共株式会社

株式会社東栄住宅

株式会社東栄住宅

鈴与グループ

東ソー株式会社

Cチーム

6

№

1

2

3

4

5

チームTMT

ＳＭＴＡＭ

DS&DSCP

Ｂチーム

Ｃチーム

体育文化会ゴルフ部Ａ

溝の口ゴルフ塾

Aチーム

チームSST

Aチーム

チームSST

7:00

7:08

7:16

7:24

7:32

キーサイト・テクノロジー株式会社 Bチーム

ＳＭＴＡＭ

DS&DSCP

Ｂチーム

Ｃチーム

体育文化会ゴルフ部Ａ

溝の口ゴルフ塾

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CUP2022　夏季団体戦』

南関東C
組合せ【2022年7月30日（土）富士カントリークラブ】

№

1

2

3

4

5

富士フイルム株式会社

三井住友トラストアセットマネジメント株式会社

第一三共株式会社

株式会社東栄住宅

株式会社東栄住宅

鈴与グループ

東ソー株式会社

キーサイト・テクノロジー株式会社

鈴与システムテクノロジー株式会社

スタート
時間

キーサイト・テクノロジー株式会社

鈴与システムテクノロジー株式会社

キーサイト・テクノロジー株式会社 Bチーム

チームTMT

　O U T I　N

12

株式会社セブン-イレブン・ジャパン チームセブン

8:28

株式会社セブン-イレブン・ジャパン チームセブン

12

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド なんちゃってAチーム 株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド なんちゃってAチーム

13

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド なんちゃってBチーム

8:36

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド なんちゃってBチーム

13

富士市役所 富士市役所ゴルフ部 富士市役所 富士市役所ゴルフ部

14

株式会社電通国際情報サービス AHEAD-2

8:44

株式会社電通国際情報サービス AHEAD-2

14

株式会社NBB 株式会社NBB 株式会社NBB 株式会社NBB



Facebookにて大会公式ファンページ開設！
 「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。 今年も決勝大会の模様が番組放送決定！


