
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

松井　基裕 マツイ　モトヒロ 岡庭　征和 オカニワ　マサカズ

田所　靖浩 タドコロ　ヤスヒロ 佐藤　光生 サトウ　ミツオ

藤井　慎吾 フジイ　シンゴ 瀧波　りら タキナミ　リラ

岡田　大輔 オカダ　ダイスケ 今関　一博 イマセキ　カズヒロ

水沼　正裕 ミズヌマ　マサヒロ 船橋　　智 フナバシ　サトル

山田　崇史 ヤマダ　タカシ 山村　裕一 ヤマムラ　ユウイチ

木村　憲司 キムラ　ケンジ 岩谷　貴之 イワタニ　タカユキ

小倉　　公 オグラ　イサオ 松野　宏二 マツノ　コウジ

小池　勝則 コイケ　カツノリ 成田　正久 ナリタ　マサヒサ

中橋　晃文 ナカハシ　テルヤス 村上　　勉 ムラカミ　ツトム

水野　直史 ミズノ　ナオフミ 小泉　正彦 コイズミ　マサヒコ

京山　幸三 キョウヤマ　コウゾウ 高田　　安 タカタ　ヤスシ

藤田　幸司 フジタ　コウジ 清宮　英樹 キヨミヤ　ヒデキ

藤井 正太郎 フジイ　ショウタロウ 千葉　周作 チバ　シュウサク

小林　英雄 コバヤシ　ヒデオ 溝口　　顕 ミゾグチ　アキラ

大槻　秀樹 オオツキ　ヒデキ 野村　和典 ノムラ　カズノリ

小沼　隆史 オヌマ　タカシ 畑　　孝治 ハタ　コウジ

溝田　一夫 ミゾタ　カズオ 亀元　秀幸 カメモト　ヒデユキ

平石　康幸 ヒライシ　ヤスユキ 松井　輝芳 マツイ　テルヨシ

中澤　琢磨 ナカザワ　タクマ 桒原　信介 クワバラ　シンスケ

山崎　　仁 ヤマザキ　ヒトシ 村松　竜一 ムラマツ　リョウイチ

日髙　源太 ヒダカ　ゲンタ 政岡　一徳 マサオカ　カズノリ

仲村　徹也 ナカムラ　テツヤ 早川　正昭 ハヤカワ　マサアキ

石橋 政一郎 イシバシ　セイイチロウ 南澤　昭徳 ミナミサワ　アキノリ

伊原　大介 イハラ　ダイスケ 小鮒　　尚 コブナ　ナオ

新井　悠真 アライ　ユウマ 高橋　優太 タカハシ　ユウタ

一瀬　貴志 イチノセ　タカシ 西谷　和宏 ニシタニ　カズヒロ

松田　陽一 マツダ　ヨウイチ 端　　直人 ハシ　ナオト　

林　　知幸 ハヤシ　トモユキ 大岡　忠志 オオオカ　タダシ

平野　喜由 ヒラノ　キヨシ 倉岡　俊輔 クラオカ　シュンスケ

清水　　浩 シミズ　ヒロシ 飯塚　威文 イイヅカ　タケフミ

政本　高宏 マサモト 　タカヒロ 佐々木 良之 ササキ　ヨシユキ

小林　　実 コバヤシ　ミノル 伊原　　寿 イハラ　ヒサシ

羽田　健二 ハダ　ケンジ 岩井　康朗 イワイ　ヤスアキ

澁澤　　健 シブサワ　タケシ 神谷　　寛 カミヤ　ヒロシ

二宮　悦郎 ニノミヤ　エツロウ 松村　卓哉 マツムラ　タクヤ

花坂　利英 ハナサカ　トシヒデ 水谷　健司 ミズタニ　ケンジ

伊勢谷 雅人 イセタニ　マサト 藤枝　哲生 フジエダ　テツオ

高木　洋二 タカギ　ヨウジ 多々納 利之 タタノ　トシユキ

長谷川　洋 ハセガワ　ヒロシ 網谷　孝仁 アミタニ　タカヒト

黒崎　裕之 クロサキ　ヒロユキ 齋藤　俊雄 サイトウ　トオオ

小黒　直紀 オグロ　ナオキ 河田　正幸 カワダ　マサユキ

大木　敏夫 オオキ　トシオ 矢島　孝安 ヤジマ　タカヤス

岡田　健司 オカダ　ケンジ - -

近藤　利光 コンドウ　トシミツ 竹澤　　誠 タケザワ　マコト

近藤　祐樹 コンドウ　ユウキ 竹澤　由利 タケザワ　ユリ

伊藤　浩樹 イトウ　ヒロキ 山本　　陽 ヤマモト　アキラ

甲高　　桂 コウタカ　カツラ 菱倉　健一 ヒシクラ　ケンイチ

鈴木　剛弘 スズキ　タカヒロ 鍵谷　　満 カギヤ　ミツル

篠崎　憲一 シノザキ　ケンイチ 石井　滋喜 イシイ　シゲキ

関　　勝利 セキ　カツトシ 大貫　雅利 オオヌキ　マサノリ

藤井　進吾 フジイ　シンゴ 新井　大輝 アライ　ダイキ

加藤　　努 カトウ　ツトム 中沢　淳司 ナカザワ　ジュンジ

河合　一麿 カワイ　カズマ 木所　隆介 キドコロ　リュウスケ

忍田　　治 オシダ　オサム 小寺　博英 オデラ　ヒロヒデ

酒井　　淳 サカイ　アツシ 両澤　　恒 モロサワ　ヒサシ

佐藤　聖児 サトウ　セイジ 遠藤　大介 エンドウ　ダイスケ

宇都　隆博 ウト　タカヒロ 岩永　崇志 イワナカ゛タカユキ

那須　幸司 ナス　コウジ 中島 健太郎 ナカジマ　ケンタロウ

日野　智樹 ヒノ　トモキ 吉田　牧人 ヨシダ　マキト

風間　徹哉 カザマ　テツヤ 加藤 満春雄 カトウ　マスオ

秋月　　顕 アキヅキ　ケン 角田　　舜 ツノダ　シュン

山口　貴弘 ヤマグチ　タカヒロ 中井　　陸 ナカイ　リク

金子　丈士 カネコ　タケシ 三本木　晃 サンボンギ　ヒカル

稲田　一彦 イナダ　カズヒコ 喜田 敬太郎 キダ　ケイタロウ

吉川　慎悟 ヨシカワ　シンゴ 吉成 真太郎 ヨシナリ　シンタロウ

及川　良三 オイカワ　リョウゾウ 武田　行平 タケダ　コウヘイ

榎本　　剛 エノモト　ゴウ 木村　暢臣 キムラ　ノブオミ

戸田　英孝 トダ　ヒデタカ 田村　　悟 タムラ　サトル

上杉　亮太 ウエスギ　リョウタ 村上　智健 ムラカミ　トモタケ

丸山　博昭 マルヤマ　ヒロアキ 松田　和彦 マツダ　カズヒコ

下山　一平 シモヤマ　イッペイ 井上 裕太郎 イノウエ　ユウタロウ

髙橋　　浩 タカハシ　ヒロシ 荻原　　潤 オギハラ　ジュン

川添　有一 カワゾエ　ユウイチ 福澤　勇二 フクザワ　ユウジ

武田　和徳 タケダ　カズノリ 今井　　衛 イマイ　エイ

橋谷　有造 ハシヤ　ユウゾウ 藤田　　聡 フジタ　サトシ

森川　俊宏 モリカワ　トシヒロ 上銘　　均 ジョウメイ　ヒトシ

中村　昌樹 ナカムラ　マサキ 森　　大輔 モリ　ダイスケ

生田目 修志 ナマタメ　シュウジ 篠崎　　真 シノザキ　マコト

市川　幸生 イチカワ　ユキオ 中村　　肇 ナカムラ　ハジメ

川瀬　健嗣 カワセ　ケンジ 青柳　　剛 アオヤギ　ゴウ

河﨑 賢一郎 カワサキ　ケンイチロウ 大塚　邦彦 オオツカ　クニヒコ

近江　　光 オウミ　ヒカル 山﨑　正章 ヤマザキ　マサアキ

舘野　　正 タテノ　タダシ 南野　　敦 ミナミノ　ツトム

反町　希一 ソリマチ　キイチ 石座　大嗣 イシザ　ヒロシ

白木　悠貴 シラキ　ヒロタカ 小林　　幹 コバヤシ　ミキ

大崎　雅之 オオサキ　マサユキ 上村　隆明 ウエムラ　タカアキ

青戸 遼市朗 アオト　リョウイチロウ 伊藤 正太郎 イトウ　ショウタロウ

　O U T I　N

13

JBS-Aチーム

9:15

日本ビジネスシステムズ株式会社 JBS-Aチーム

楽天グループ株式会社 R: Birdie 楽天グループ株式会社 R: Birdie

15

16

【北関東B 第3位】

【北関東C 第7位】

【北関東C 第9位】

【北関東B 第11位】

つなぐ力

9

株式会社群馬銀行 チーム谷川 株式会社群馬銀行 チーム谷川

チーム妙義

DSG 50 

10

大成有楽不動産株式会社 チームオーベルA 大成有楽不動産株式会社 チームオーベルA

10

第一三共株式会社 DSG 50 

8:21

第一三共株式会社

11

株式会社群馬銀行 チーム榛名

8:30

株式会社群馬銀行 チーム榛名

11

株式会社ジャパックス Team　JAPACK’S 株式会社ジャパックス Team　JAPACK’S

9

NTT東日本 つなぐ力

8:12

NTT東日本 【北関東C 第17位】

【北関東B 第12位】

ＢＳフジ

8

株式会社朝日広告社 ASAKO 株式会社朝日広告社 ASAKO

8

株式会社ビーエスフジ ＢＳフジ

8:03

株式会社ビーエスフジ 【北関東C 第15位】

【北関東A 第7位】

【北関東C 第15位】

【北関東A 第7位】

【北関東C 第17位】

【北関東B 第12位】

7

戸田建設株式会社 チームTODA－A 戸田建設株式会社 チームTODA－A

7

株式会社群馬銀行 チーム妙義

7:54

株式会社群馬銀行 【北関東A 第8位】

【北関東C 第13位】

【北関東A 第8位】

【北関東C 第13位】

株式会社日立システムズ HISYS Bチーム 株式会社日立システムズ HISYS Bチーム

6

株式会社三井住友銀行 SMBC2

7:45

株式会社三井住友銀行【北関東B 第14位】

【北関東C 第12位】

株式会社ハウスメイトパートナーズ

双日株式会社

農林中央金庫

株式会社電通国際情報サービス

株式会社日立産業制御ソリューションズ

マレリ株式会社

株式会社アベルコ

SMBC2

6

【北関東B 第9位】

【北関東B 第14位】

【北関東C 第12位】

№

1

2

3

4

5

HM one

双日ゴルフ部

スーパーよりぞうGOD

AHEAD-1

HiICS-A

ファイヤーファイターズ

Team AVELCO

C&A

HISYS Aチーム

【北関東C 第4位】

【北関東B 第6位】

【北関東A 第4位】

【北関東C 第5位】

【北関東B 第5位】

【北関東C 第10位】

【北関東A 第5位】

【北関東B 第7位】

【北関東C 第6位】HISYS Aチーム

7:00

7:09

7:18

7:27

7:36

株式会社群馬銀行 チーム渡良瀬

双日ゴルフ部

スーパーよりぞうGOD

AHEAD-1

HiICS-A

ファイヤーファイターズ

Team AVELCO

【北関東C 第4位】

【北関東B 第6位】

【北関東A 第4位】

【北関東C 第5位】

【北関東B 第5位】

【北関東C 第10位】

【北関東A 第5位】

【北関東B 第7位】

【北関東C 第6位】

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』

北関東地区
組合せ【8月6日（土）PGM石岡ゴルフクラブ】

№

1

2

3

4

5

株式会社ハウスメイトパートナーズ

双日株式会社

農林中央金庫

株式会社電通国際情報サービス

株式会社日立産業制御ソリューションズ

マレリ株式会社

株式会社アベルコ

株式会社シーアンドエーソリューション

株式会社日立システムズ

スタート
時間

株式会社シーアンドエーソリューション

株式会社日立システムズ

株式会社群馬銀行 チーム渡良瀬

HM one

【北関東B 第9位】

C&A

12

株式会社ダイトー技建 ダイトー技建

8:39

株式会社ダイトー技建 ダイトー技建

12

株式会社日立システムズフィールドサービス FSG 株式会社日立システムズフィールドサービス FSG

14

音羽グループ チームＸ

8:57

音羽グループ チームＸ

14

三井住友ファイナンス＆リース株式会社 ＳＭＦＬゴルフ部　チームＳ 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 ＳＭＦＬゴルフ部　チームＳ【北関東C 第8位】 【北関東C 第8位】

13

株式会社京葉銀行 京葉銀行A

8:48

株式会社京葉銀行 京葉銀行A

藤井産業株式会社 Dチーム 藤井産業株式会社 Dチーム

16

日本ビジネスシステムズ株式会社

15

大成建設株式会社 大成建設ゴルフ部

9:06

大成建設株式会社 大成建設ゴルフ部

株式会社長谷工コーポレーション Aチーム 株式会社長谷工コーポレーション Aチーム

【北関東B 第3位】

【北関東C 第7位】

【北関東C 第9位】

【北関東B 第11位】

17

YES！エーザイエーザイ株式会社

17

三井物産ゴルフ部三井物産株式会社

YES！エーザイエーザイ株式会社

9:24

三井物産ゴルフ部三井物産株式会社 【北関東C 第3位】

【北関東B 第10位】

【北関東C 第3位】

【北関東B 第10位】

18

株式会社オートテクニックジャパン ATJ チームB

9:33

株式会社オートテクニックジャパン ATJ チームB

18

加賀電子株式会社 TAXAN　B 加賀電子株式会社 TAXAN　B

【北関東B 第13位】

【北関東C 第14位】

【北関東B 第13位】

【北関東C 第14位】

19

22

楽天グループ株式会社 R: Eagle

10:09

楽天グループ株式会社 R: Eagle

22

花王株式会社 すみだゴルフ部A 花王株式会社 すみだゴルフ部A

楽天グループ株式会社 R: Albatross 楽天グループ株式会社 R: Albatross

20

東京建物株式会社 東京建物チームA

9:42

東京建物株式会社 東京建物チームA

21

19

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

21

加賀電子株式会社 TAXAN　A

10:00

加賀電子株式会社 TAXAN　A

20

エーザイ株式会社 押忍！エーザイ

9:51

エーザイ株式会社 押忍！エーザイ

東京ガス株式会社 エネルギーフロンティア　A 東京ガス株式会社 エネルギーフロンティア　A

株式会社オートテクニックジャパン A-Team 株式会社オートテクニックジャパン A-Team

【北関東A 第6位】

【北関東C 第19位】

【北関東A 第9位】

【北関東C 第18位】

【北関東B 第4位】

【北関東C 第16位】

【北関東C 第11位】

【北関東A 第3位】

【2021北関東 第3位】

【北関東C 第2位】

【北関東B 第8位】

【北関東B 第2位】

【北関東A 第2位】

【北関東C 第1位】

【北関東A 第1位】

【北関東B 第1位】

【2021北関東 第2位】

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。

【北関東C 第2位】

【北関東B 第8位】

【北関東B 第2位】

【北関東A 第2位】

【北関東C 第1位】

【北関東A 第1位】

【北関東B 第1位】

【2021北関東 第2位】

【北関東A 第6位】

【北関東C 第19位】

【北関東A 第9位】

【北関東C 第18位】

【北関東B 第4位】

【北関東C 第16位】

【北関東C 第11位】

【北関東A 第3位】

【2021北関東 第3位】

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


