
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

川上　義人 カワカミ　ヨシト 江口　裕章 エグチ　ヒロアキ

柴田　耕治 シバタ　コウジ 野又　政宏 ノマタ　マサヒロ

小林　正郎 コバヤシ　マサオ 松野　宏二 マツノ　コウジ

珍田　充久 チンダ　ミツヒサ 岩谷　貴之 イワタニ　タカユキ

栗山　清規 クリヤマ　キヨノリ 合澤　貴博 アイザワ　タカヒロ

杉本　和朋 スギモト　カズトモ 亀井　哲洋 カメイ　テツヒロ

今富　浩司 イマトミ　コウジ 久保　　努 クボ　ツトム

嶋田 真由美 シマダ　マユミ 正西　康英 マサニシ　ヤスヒデ

原田　耕介 ハラダ　コウスケ 佐藤　哲宏 サトウ　アキヒロ

山田　治也 ヤマダ　ハルヤ 芝田　泰明 シバタ　ヤスアキ

小松　栄一 コマツ　エイイチ 梶谷　光弘 カジタニ　ミツヒロ

瀬滝　　雅 セタキ　マサシ 西村　泰典 ニシムラ　ヤスノリ

後藤　謙治 ゴトウ　ケンジ 開川　武史 カイカワ　タケシ

岡村　貴志 オカムラ　タカシ 武田　健男 タケダ　タケオ

高木　大器 タカギ　タイキ 中沢　淳司 ナカザワ　ジュンジ

高木　大蔵 タカギ　ダイゾウ 木所　隆介 キドコロ　リュウスケ

大野　征博 オオノ　マサヒロ 舟生　大海 フニュウ　ヒロミ

柴田　英樹 シバタ　ヒデキ 小岩　健二 コイワ　ケンジ

大野　将寛 オオノ　マサヒロ 山腰　員令 ヤマコシ　カズノリ

伊藤　正幸 イトウ　マサユキ 菊池　　祐 キクチ　ユウ

小西　泰重 コニシ　ヤスシゲ 荻原　　潤 オギハラ　ジュン

河原　康生 カワハラ　ヤスオ 福澤　勇二 フクザワ　ユウジ

一瀬　貴志 イチノセ　タカシ 望月　秀一 モチヅキ　ヒデカズ

松田　陽一 マツダ　ヨウイチ 下村　智宏 シモムラ　トモヒロ

小池　勝則 コイケ　カツノリ 大木　敏夫 オオキ　トシオ

中橋　晃文 ナカハシ　テルヤス 岡田　健司 オカダ　ケンジ

小池　美源 コイケ　フミヨシ 稲垣　貴光 イナガキ　タカミツ

田野倉 幸ニ タノクラ　コウジ 佐藤　英紀 サトウ　ヒデキ

大塚　邦彦 オオツカ　クニヒコ 治田　吉史 ハルタ　ヨシフミ

青柳　　剛 アオヤギ　ゴウ 菊　　義之 キク　ヨシユキ

栗原　　陸 クリハラ　リク 反町　希一 ソリマチ　キイチ

庭山　久由 ニワヤマ　ヒサヨシ 白木　悠貴 シラキ　ヒロタカ

金澤 美由紀 カナザワ　ミユキ 川田　和彦 カワタ　カズヒコ

安藤　啓子 アンドウ　ケイコ 藤原　孝弘 フジワラ　タカヒロ

橋本　貴紀 ハシモト　タカノリ 平岩　光現 ヒライワ　ミツアキ

栗山　　萌 クリヤマ　メグミ 石原　哲也 イシハラ　テツヤ

東浦　　誠 ヒガシウラ　マコト 武田　行平 タケダ　コウヘイ

黒田　恭司 クロダ　キョウジ 榎本　　剛 エノモト　ゴウ

細川　一晃 ホソカワ　カズアキ 根来　雅之 ネゴロ　マサユキ

酒井　順二 サカイ　ジュンジ 持地 潤ニ郎 モチジ　ジュンジロウ

花坂　利英 ハナサカ　トシヒデ 竹巻　　茂 タケマキ　シゲル

藤枝　哲生 フジエダ　テツオ 地石　雅彦 ジコク　マサヒコ

神田　泰寿 カンダ　ヤストシ 小林　英雄 コバヤシ　ヒデオ

中村　　中 ナカムラ　アタル 大槻　秀樹 オオツキ　ヒデキ

山下　和志 ヤマシタ　カズシ 竹田　純二 タケダ　ジュンジ

塩田　　聡 シオタ　サトシ 鈴木　啓行 スズキ　ヒロユキ

内野　隆浩 ウチノ　タカヒロ 稲田　一彦 イナダ　カズヒコ

山田　泰之 ヤマダ　ヤスユキ 徳久　啓一 トクヒサ　ケイイチ

相場　隆彰 アイバ　タカアキ 吉田　　永 ヨシダ　エイ

長尾　 　大 ナガオ　ダイ 柘植　　稔 ツゲ　ミノル

加藤　隆司 カトウ　タカシ 青野 憲太郎 アオノ　ケンタロウ

山本　訓敬 ヤマモト　クニヒロ 松原　　亨 マツバラ　トオル

八木　公彦 ヤギ　キミヒコ 吉田　真一 ヨシダ　シンイチ

常山　洋佑 ツネヤマ　ヨウスケ 若菜 紳一郎 ワカナ　シンイチロウ

山本　賢ニ ヤマモト　ケンジ 佐藤　哲生 サトウ　テツオ

加藤　　浩 カトウ　ヒロシ 岩橋　和輝 イワハシ　カズキ

加藤　綾治 カトウ　リョウジ 松下 幸之助 マツシタ　コウノスケ

井上　大輔 イノウエ　ダイスケ 桐井　篤史 キリイ　アツシ

中條 信一郎 ナカジョウ　シンイチロウ 阿部 莞太郎 アベ　カンタロウ

太田 信次郎 オオタ　シンジロウ 黒佐　　奨 クロサ　ススム

淺井　康雄 アサイ　ヤスオ 長堀　大道 ナガホリ　マサミチ

長野　勝嗣 ナガノ　マサシ 須山　祐介 スヤマ　ユウスケ

久保　並城 クボ　ナミキ 小野　晶久 オノ　アキヒサ

宇佐美　清 ウサミ　キヨシ 大谷　英之 オオタニ　ヒデユキ

秋山　　裕 アキヤマ　ユタカ 染谷　　啓 ソメヤ　ケイ

内山　貴之 ウチヤマ　タカユキ 河村　唯人 カワムラ　ユイト

藤原　　剛 フジワラ　タケシ 坪田　康弘 ツボタ　ヤスヒロ

佐藤　　学 サトウ　マナブ 伊達　真一 ダテ　シンイチ

小林　　実 コバヤシ　ミノル 小松　辰雄 コマツ　タツオ

羽田　健二 ハダ　ケンジ 富田　　茂 トミタ　シゲル

岸田　佑典 キシダ　ユウスケ 熊谷　久志 クマガイ　ヒサシ

髙安　裕太 タカヤス　ユウタ 河本　和枝 コウモト　カズエ

宇井　直義 ウイ　ナオヨシ 濵田　拓也 ハマダ　タクヤ

菅谷　　遼 スガヤ　リョウ 石塚　祥成 イシヅカ　ヨシナリ

永田　有広 ナガタ　アリヒロ 菊池　祐菜 キクチ　ユウナ

寺島　久史 テラシマ　ヒサシ 吉田　達弘 ヨシダ　タツヒロ

齋藤　　稔 サイトウ　ミノル 小杉　康之 コスギ　ヤスユキ

大塚　　武 オオツカ　タケシ 小杉　康太 コスギ　コウタ

友田　統明 トモダ　ノブアキ

大西　浩夫 オオニシ　ヒロオ

久米　洋平 クメ　ヨウヘイ

板倉　佑多 イタクラ　ユウタ

舘野　　正 タテノ　タダシ

南野　　敦 ミナミノ　ツトム

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 三井住友銀行 SMBC0 【2021全国決勝 第 4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】

19

20

株式会社SUBARU SUBARU 【圏央 第1位】

9:51

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】

19

出光興産株式会社 チームKS 【圏央 第2位】

9:42

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】

【北関東 第14位】

【北日本A 第1位】

【中部 第3位】

【北関東 第6位】

【南関東 第9位】

【北関東 第8位】

【東近畿 第6位】

【西近畿 第5位】

【北関東 第9位】

　O U T I　N

【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】

【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】

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

21

株式会社 豊田自動織機 TICO高浜

10:00 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】

18

NTT東日本 つなぐ力

9:33

キャリオ技研株式会社 キャリオ技研A

18

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

【北関東 第 2位】

【2021全国決勝 第5位】

【中部 第2位】

【東近畿 第1位】

17

ソニーグループ株式会社 XPERIA 1

9:24

プルデンシャル生命保険株式会社 チームロック

17

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

【2021全国決勝 第 8位】

【西近畿 第2位】

【東近畿 第2位】

【2021全国決勝 第 7位】

16

ナイガイ株式会社 TEAN　NAIGAI 

9:15

株式会社野村総合研究所 NAG-S

16

株式会社野村総合研究所 Aチーム トヨタ紡織株式会社 TB 刈谷

【東近畿 第3位】

【2021全国決勝 第10位】

【2021全国決勝 第9位】

【中部 第4位】

15

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

9:06

株式会社ビコー BIKO

15

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 丸紅株式会社 チーム丸紅

【西近畿 第4位】

【南関東 第2位】

【東近畿 第4位】

【圏央 第4位】

14

ホーチキ株式会社 ホーチキＡチーム

8:57

ピンゴルフジャパン株式会社 ゴルフ部Team A

14

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 株式会社東栄住宅 Ａチーム

【圏央 第7位】

【南関東 第12位】

【南関東 第4位】

【圏央 第6位】

13

株式会社エープル チーム六本木

8:48

フィールズ株式会社 チームフィールズA

13

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

【圏央 第11位】

【中部 第5位】

【圏央 第12位】

【南関東 第5位】

12

NTT西日本グループ チーム官兵衛

8:39

中電配電サポート株式会社 たけちゃん　2022夏

12

JAセレサ川崎 チームA 三井物産株式会社 三井物産ゴルフ部

【西近畿 第８位】

【南関東 第11位】

【中部 第6位】

【北関東 第5位】

11

第一三共株式会社 DSG 50 

8:30

リコージャパン株式会社 リコージャパン愛岐福

11

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 株式会社シーアンドエーソリューション C&A

【北関東 第12位】

【南関東 第10位】

【東近畿 第8位】

【北関東 第13位】

KHネオケム株式会社 KHネオケム A

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　高松コース】

№

1

2

3

4

5

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

株式会社ＦＤＳホールディングス

キュウセツAＱＵＡ 株式会社

スタート
時間

音羽グループ

株式会社 日立製作所 大みか事業所

アーレックス株式会社 Aチーム

ネバーギブアップ

慶州金

キュウセツA

7:00

7:09

7:18

7:27

7:36

【北日本B 第1位】

【中国九州 第12位】

【東近畿 第5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

チームTODA-K1

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

チームＸ

日立大みかA

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

東京建物チームA

6

戸田建設株式会社 チームTODA－A 富士市役所 富士市役所ゴルフ部

6

武田薬品工業株式会社 スケイルS

7:45

東京建物株式会社【南関東 第8位】

【北関東 第11位】

Team　JAPACK’S

7

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

7

株式会社日立産業制御ソリューションズ HiICS-A

7:54

株式会社ジャパックス【北関東 第 7位】

【圏央 第10位】

ワイレア

8

パナソニック株式会社 denzai 楽天グループ株式会社 R: Eagle

8

加賀電子株式会社 TAXAN　A

8:03

株式会社オブロン【北関東 第4位】

【西近畿 第7位】

TOYOTA

9

朝日ゴルフ株式会社 team AGe JCOM株式会社 チームZAQ

9

トヨタ自動車株式会社 TMCレディース

8:12

トヨタ自動車株式会社【中部 第7位】

【西近畿 第6位】

【中部 第8位】

【圏央 第8位】

エーザイ

10

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

10

日本アイ・ビー・エム株式会社 DeepBlue A

8:21

エーザイ株式会社【圏央 第9位】

【東近畿 第7位】

【北関東 第10位】

【南関東 第6位】

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


