
選手名 フリガナ 企業名 チーム名 予選会場 選手名 フリガナ 企業名 チーム名 予選会場

西岡　公久 ニシオカ　キミヒサ 池田　　剛 イケダ　タケシ

松本　光博 マツモト　ミツヒロ 福田　真平 フクダ　シンペイ

小倉　　公 オグラ　イサオ 浜辺　秀樹 ハマベ　ヒデキ

倉重　明宏 クラシゲ　アキヒロ 恩田　和彦 オンダ　カズヒコ

牧野　哲也 マキノ　テツヤ 秋月 章太郎 アキヅキ　ショウタロウ

井上　幸典 イノウエ　ユキノリ 小林　久晃 コバヤシ　テルアキ

浅野　勝己 アサノ　カツミ 井手口 和朗 イデグチ　カズアキ

和田　貴之 ワダ　タカユキ 木道　俊一 キドウ　シュンイチ

大村　政雄 オオムラ　マサオ 江島　　武 エジマ　タケシ

羽田野　聖 ハタノ　キヨシ 河野　康彦 カワノ　ヤスヒコ

市位　和正 イチイ　カズマサ 松本　隆之 マツモト　タカユキ

福田　智章 フクダ　トモアキ 松木　卓茂 マツキ　タクモ

永冨　喜也 ナガトミ　ヨシヤ 佐々木　茂 ササキ　シゲル

須田　敬介 スダ　ケイスケ 牧　　淳也 マキ　ジュンヤ

新山　忠義 アラヤマ　タダヨシ 高木　　勲 タカギ　イサオ

河合　一麿 カワイ　カズマ ― ―

後藤　勝利 ゴトウ　カツトシ 馬場　尚記 ババ　ナオキ

加藤　圭司 カトウ　ケイジ 大串　一昭 オオグシ　カズアキ

上野　惣一 ウエノ　ソウイチ 野村　健一 ノムラ　ケンイチ

汲田　稔尚 クミタ　トシナオ 森　　清司 モリ　キヨシ

髙橋　　浩 タカハシ　ヒロシ 廣江　正之 ヒロエ　マサユキ

川添　有一 カワゾエ　ユウイチ 塩津　晋也 シオツ　シンヤ

石川　隆正 イシカワ　タカマサ 西谷　和宏 ニシタニ　カズヒロ

遠藤　綱輝 エンドウ　コウキ 端　　直人 ハシ　ナオト　

矢島　孝安 ヤジマ　タカヤス 成田　正久 ナリタ　マサヒサ

秋山　貴彦 アキヤマ　タカヒコ 村上　　勉 ムラカミ　ツトム

三田　健司 ミタ　ケンジ 水野　貴司 ミズノ　タカシ

宮谷　信一 ミヤタニ　シンイチ 竹内　雅輝 タケウチ　マサキ

原　　隆人 ハラ　タカト 髙﨑　朋樹 タカサキ　トモキ

平松　　慎 ヒラマツ　シン 河﨑 賢一郎 カワサキ　ケンイチロウ

石座　大嗣 イシザ　ヒロシ 山村　康治 ヤマムラ　コウジ

小林　　幹 コバヤシ　ミキ 塩本　紀明 シオモト　ノリアキ

黒木　　格 クロキ　イタル 江崎 多香子 エザキ　タカコ

大井　智明 オオイ　トモアキ 浜上　佳奈 ハマガミ　カナ

前田　鎮男 マエダ　シズオ 山口　　亮 ヤマグチ　マコト

山口 林太郎 ヤマグチ　リンタロウ 河村　真潮 カワムラ　マシオ

及川　良三 オイカワ　リョウゾウ 大川　昌弘 オオカワ　マサヒロ

中村　昌樹 ナカムラ　マサキ 鬼束　晃司 オニツカ　コウジ

亀田　紀之 カメダ　ノリユキ 窪田　貴広 クボタ　タカヒロ

秋山　隆人 アキヤマ　タカヒト 加藤　昌司 カトウ　ショウジ

山田　宣之 ヤマダ　ノブユキ 伊勢谷 雅人 イセタニ　マサト

戸塚　真吾 トツカ　シンゴ 水谷　健司 ミズタニ　ケンジ

溝口　　顕 ミゾグチ　アキラ 木内　武文 キウチ　タケフミ

野村　和典 ノムラ　カズノリ 吉池　　隆 ヨシイケ　タカシ

清水　義昭 シミズ　ヨシアキ 木村　健司 キムラ　ケンジ

清水　貴裕 シミズ　タカヒロ 入江　勝美 イリエ　カツミ

吉川　慎悟 ヨシカワ　シンゴ 白井　克典 シライ　カツノリ

喜田 敬太郎 キダ　ケイタロウ 杉本　光弘 スギモト　ミツヒロ

山本　剛史 ヤマモト　タカシ 安藤　英基 アンドウ　ヒデキ

田中　貴志 タナカ　タカシ 金子　純也 カネコ　ジュンヤ

押田 凌大郎 オシダ　リョウタロウ 佐野　浩康 サノ　ヒロヤス

二村　健人 ニムラ　ケント 鈴木　創太 スズキ　ソウタ

安齋　伸広 アンザイ ノブヒロ 増田　　敦 マスダ　アツシ

前田　憲志 マエダ　ケンジ 藤野　一彦 フジノ　カズヒコ

爲政　淳也 タメマサ　ジュンヤ 西村　和真 ニシムラ　カズマ

中村　哲也 ナカムラ　テツヤ 高田　知紀 タカタ　トモノリ

西山　久司 ニシヤマ　ヒサシ 茂　　力照 シゲ　リキテル

蔵田 外志男 クラタ　トシオ 本村 誌保真 ホンムラ　シホマサ

鶴　　文彦 ツル　フミヒコ 並河　　悟 ナミカワ　サトル

小平　勇波 コダイラ　ユウハ 高橋　大輔 タカハシ　ダイスケ

福田　慎吾 フクダ　シンゴ 野崎　朗伸 ノザキ　アキノブ

大城 遼太郎 オオシロ　リョウタロウ 高田　　篤 タカダ　アツシ

武田　道夫 タケダ　ミチオ 清水　勝利 シミズ　カツトシ

梅村　光弘 ウメムラ　ミツヒロ 嶌田　兼光 シマダ　カネミツ

今西　英隆 イマニシ　ヒデタカ 鈴木　　篤 スズキ　アツシ

谷川　　司 タニガワ　ツカサ 堀田 実佐子 ホッタ　ミサコ

野々　哲也 ノノ　テツヤ 玉木　康治 タマキ　コウジ

塚野　元基 ツカノ　モトキ 植手　真美 ウエテ　マミ

永田　和也 ナガタ　カズヤ 伊原　　寿 イハラ　ヒサシ

佐藤　大介 サトウ　ダイスケ 岩井　康朗 イワイ　ヤスアキ

渡邉　和隆 ワタナベ　カズタカ 木全　　優 キマタ　ユウ

浦野　陽介 ウラノ　ヨウスケ 大野　隆平 オオノ　リュウヘイ

高橋　　毅 タカハシ　ツヨシ 鈴木　勝也 スズキ　カツヤ

佐藤　将吾 サトウ　ショウゴ 内川　　啓 ウチカワ　ケイ

井上　幹朗 イノウエ　ミキオ  目崎　　潤 メザキ　ジュン

吉田　大雅 ヨシダ　タイガ 平田　拓也 ヒラタ　タクヤ

小杉　堅太 コスギ　ケンタ 星野　浩輝 ホシノ　ヒロキ

小杉　竜三 コスギ　リュウゾウ 田高　和之 タコウ　カズユキ

新山　文夫 ニイヤマ　ノリオ

坂本　常守 サカモト　ツネモリ

桂川　博行 カツラガワ　ヒロユキ

丸山　純志 マルヤマ　アツシ

近江　　光 オウミ　ヒカル

山﨑　正章 ヤマザキ　マサアキ

DeepBlue A

10

富士フイルム株式会社 チームTMT 株式会社アサヒオプティカル SUPER HI INDEX

10

エーザイ株式会社 エーザイ

8:21

日本アイ・ビー・エム株式会社【北関東 第10位】

【南関東 第6位】

【圏央 第9位】

【東近畿 第7位】

TMCレディース

9

JCOM株式会社 チームZAQ 朝日ゴルフ株式会社 team AGe

9

トヨタ自動車株式会社 TOYOTA

8:12

トヨタ自動車株式会社【中部 第8位】

【圏央 第8位】

【中部 第7位】

【西近畿 第6位】

TAXAN　A

8

楽天グループ株式会社 R: Eagle パナソニック株式会社 denzai

8

株式会社オブロン ワイレア

8:03

加賀電子株式会社【西近畿 第5位】

【北関東 第9位】

HiICS-A

7

株式会社京都プラテック TEAM KYOPLA 野村證券株式会社 NOMURA TEAM C

7

株式会社ジャパックス Team　JAPACK’S

7:54

株式会社日立産業制御ソリューションズ【北関東 第8位】

【東近畿 第6位】

スケイルS

6

富士市役所 富士市役所ゴルフ部 戸田建設株式会社 チームTODA－A

6

東京建物株式会社 東京建物チームA

7:45

武田薬品工業株式会社【北関東 第6位】

【南関東 第9位】

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

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。
※組合せ表の左側は選手名、右側は企業名・チーム名です。

№

1

2

3

4

5

ネバーギブアップ

Team ESCO

チームクリケン

ドコモゴルフクラブA

 安全第一

DNGS Aチーム

チームクリーンビー

慶州金

キュウセツA

株式会社サワライズ

ウチダエスコ株式会社

クリヤマグループ

株式会社NTTドコモ

西日本プラント工業株式会社

ダイハツ工業株式会社

株式会社豊後プロパン

チームＸ

日立大みかA

7:00

7:09

7:18

7:27

7:36

【北関東 第14位】

【北日本A 第1位】

【中部 第3位】アーレックス株式会社 Aチーム

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』

全国決勝大会
組合せ【2022年9月17日（土）静岡カントリー浜岡コース＆ホテル　小笠コース】

№

1

2

3

4

5

戸田建設株式会社九州支店

株式会社電通国際情報サービス

株式会社ほけんの１１０番

株式会社ラキール

株式会社宇和島運輸交通社

ジャパン・イーエム・ソリューションズ株式会社

東ソー株式会社

音羽グループ

株式会社 日立製作所 大みか事業所

スタート
時間

株式会社ＦＤＳホールディングス

キュウセツAＱＵＡ 株式会社

KHネオケム株式会社 KHネオケム A

チームTODA-K1

11

リコージャパン株式会社 リコージャパン愛岐福

8:30

第一三共株式会社 DSG 50 

11

株式会社シーアンドエーソリューション C&A 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

【東近畿 第8位】

【北関東 第13位】

【北関東 第12位】

【南関東 第10位】

12

中電配電サポート株式会社 たけちゃん　2022夏

8:39

NTT西日本グループ チーム官兵衛

12

三井物産株式会社 三井物産ゴルフ部 JAセレサ川崎 チームA

【中部 第6位】

【北関東 第5位】

【西近畿 第８位】

【南関東 第11位】

13

フィールズ株式会社 チームフィールズA

8:48

株式会社エープル チーム六本木

13

東京海上日動火災保険株式会社 TMNFゴルフ部 株式会社 東海理化 東海理化B

【圏央 第12位】

【南関東 第5位】

【圏央 第11位】

【中部 第5位】

14

ピンゴルフジャパン株式会社 ゴルフ部Team A

8:57

ホーチキ株式会社 ホーチキＡチーム

14

株式会社東栄住宅 Ａチーム 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

【南関東 第4位】

【圏央 第6位】

【圏央 第7位】

【南関東 第12位】

15

株式会社ビコー BIKO

9:06

公益社団法人 全日本不動産協会 大阪府本部 らびーず俱楽部 全日ゴルフ部 Aチーム

15

丸紅株式会社 チーム丸紅 みずほフィナンシャルグループ みずほゴルフ部Aチーム

【東近畿 第4位】

【圏央 第4位】

【西近畿 第4位】

【南関東 第2位】

16

株式会社野村総合研究所 NAG-S

9:15

ナイガイ株式会社 TEAN　NAIGAI 

16

トヨタ紡織株式会社 TB 刈谷 株式会社野村総合研究所 Aチーム

【2021全国決勝 第9位】

【中部 第4位】

【東近畿 第3位】

【2021全国決勝 第10位】

17

プルデンシャル生命保険株式会社 チームロック

9:24

ソニーグループ株式会社 XPERIA 1

17

センコー株式会社 センコー株式会社 Bチーム 三井住友海上火災保険株式会社 チームF

【東近畿 第2位】

【2021全国決勝 第 7位】

【2021全国決勝 第 8位】

【西近畿 第2位】

18

キャリオ技研株式会社 キャリオ技研A

9:33

NTT東日本 つなぐ力

18

株式会社ホロスプランニング 将来設計士 三菱商事株式会社 MC GOLF TEAM A

【中部 第2位】

【東近畿 第1位】

【北関東 第 2位】

【2021全国決勝 第5位】

21 10:00

株式会社 豊田自動織機 TICO高浜

21

株式会社オートテクニックジャパン ATJ Golf部 A-Team

【2021全国決勝 第 3位】

【北関東 第1位】

　O U T I　N

【中国九州 第3位】

【北関東 第3位】

【中国九州 第6位】

【圏央 第13位】

【中国九州 第10位】

【西近畿 第10位】

【中国九州 第2位】

【中国九州 第4位】

【圏央 第5位】

【中国九州 第5位】

【南関東 第7位】

【中国九州 第11位】

【西近畿 第9位】

【中国九州 第1位】

AHEAD-1

チームほっとんA

チームラキール

Ucean’s

JEMS　(ジェムス）

TOSOH 南陽A

【北日本B 第1位】

【中国九州 第12位】

【東近畿 第5位】

【南関東 第8位】

【北関東 第11位】

【北関東 第 7位】

【圏央 第10位】

【北関東 第4位】

【西近畿 第7位】

20

株式会社コスギ不動産ホールディングス コスギ不動産HD チームA 【2021全国決勝 準優勝】

9:51

株式会社SUBARU SUBARU 【圏央 第1位】

19

センコー株式会社 センコー株式会社 Ａチーム 【2021全国決勝 優勝】

9:42

出光興産株式会社 チームKS 【圏央 第2位】

20

医療法人育和会　育和会記念病院 Ikuwakai Golf Club 【西近畿 第1位】

株式会社ヤマガタヤ ヤマガタヤゴルフ部　Aチーム 【中部 第1位】 株式会社 三井住友銀行 SMBC0 【2021全国決勝 第 4位】

19

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


