
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

徳井　康裕 トクイ　ヤスヒロ 北川　昇一 キタガワ　ショウイチ

山口　雅也 ヤマグチ　マサヤ 徳井　俊哉 トクイ　マサヤ

稲垣　貴光 イナガキ　タカミツ 三田　健司 ミタ　ケンジ

佐藤　英紀 サトウ　ヒデキ 宮谷　信一 ミヤタニ　シンイチ

森　　清司 モリ　キヨシ 大野　将寛 オオノ　マサヒロ

野村　健一 ノムラ　ケンイチ 田口　裕基 タグチ　ユウキ

垣内　秀明 カキウチ　ヒデアキ 籠田　俊彦 カゴタ　トシヒコ

中村　　翼 ナカムラ　ツバサ 阿部　成人 アベ　ナリト

伊藤　正幸 イトウ　マサユキ 荒木　孝紀 アラキ　タカノリ

岡野　幹太 オカノ　カンタ 岩﨑 功次郎 イワサキ　コウジロウ

竹巻　　茂 タケマキ　シゲル 山田　宣之 ヤマダ　ノブユキ

地石　雅彦 ジコク　マサヒコ 戸塚　真吾 トツカ　シンゴ

堀内　晋平 ホリウチ　シンペイ 金田　　悟 カネダ　サトル

青木　惇史 アオキ　アツシ 山本　芳和 ヤマモト　ヨシカズ

竹原　弘耕 タケハラ　ヒロヤス 栗本　裕厳 クリモト　ヒロタカ

本多　勇輝 ホンダ　ユウキ 園田　　敦 ソノダ　アツシ

布施　和彦 フセ　カズヒコ 長尾　大樹 ナガオ　ダイキ

福原　文人 フクハラ　フミト 川口　靖弘 カワグチ　ヤスヒロ

白井　　豪 シライ　タケシ 今西　理宏 イマニシ　ミチヒロ

岩下　春樹 イワシタ　ハルキ 米地　新一 ヨネジ　シンイチ

篠田　雄太 シノダ　ユウタ 浜野　政久 ハマノ　マサヒサ

加藤　達章 カトウ　タツアキ 福井　慶介 フクイ　ケイスケ

西川　宏孝 ニシカワ　ヒロタカ 大蔵　研一 オオクラ　ケンイチ

小林　秀樹 コバヤシ　ヒデキ ― ―

三浦　佑貴 ミウラ　ユウキ 山口　大翼 ヤマグチ　ダイスケ

梶本　敦史 カジモト　アツシ 久保　鉄也 クボ　テツヤ

吉井　靖ニ ヨシイ　セイジ 川合　隆典 カワイ　タカノリ

堀井　清史 ホリイ　キヨシ 矢村　浩行 ヤムラ　ヒロユキ

窪田　貴広 クボタ　タカヒロ 酒井　順二 サカイ　ジュンジ

加藤　昌司 カトウ　ショウジ 細川　一晃 ホソカワ　カズアキ

森　美樹雄 モリ　ミキオ 橋本　賢吉 ハシモト　マサヨシ

平井　　晃 ヒライ アキラ 中牟田 修平 ナカムタ　シュウヘイ

菅安　啓二 スガヤス　ケイジ 木村 夏那斗 キムラ　カナト

中野　希一 ナカノ　キイチ 畠中　昌代 ハタナカ　マサヨ

松下 幸之助 マツシタ　コウノスケ 今村　成吾 イマムラ　セイゴ

桐井　篤史 キリイ　アツシ 蔵田 外志男 クラタ　トシオ

渡邉　和隆 ワタナベ　カズタカ 熊谷　久志 クマガイ　ヒサシ

浦野　陽介 ウラノ　ヨウスケ 河本　和枝 コウモト　カズエ

木下　𠮷隆 キノシタ　ヨシタカ 流川　博文 ナガレカワ　ヒロフミ

木下　耕平 キノシタ　コウヘイ 島本　絹子 シマモト　キヌコ

桒野　慎吾 クワノ　シンゴ 小泉　照平 コイズミ　ショウヘイ

三宅　正也 ミヤケ　マサヤ ― ―

淺井　康雄 アサイ　ヤスオ 長野　勝嗣 ナガノ　マサシ

野崎　朗伸 ノザキ　アキノブ 高田　　篤 タカダ　アツシ

北本　　社 キタモト　タカシ 桑名　哲也 クワナ　テツヤ

田村　一幸 タムラ　カズユキ 大橋　了輔 オオハシ　リョウスケ

河部　　博 カワベ　ヒロシ 市野塚 義行 イチノヅカ　ヨシユキ

平尾　康裕 ヒラオ　ヤスヒロ 吉瀧　亮太 ヨシタキ　リョウタ

染谷　　啓 ソメヤ　ケイ 今西　英隆 イマニシ　ヒデタカ

谷川　　司 タニガワ　ツカサ 河村　唯人 カワムラ　ユイト

水田　佳宏 ミズタ　ヨシヒロ 森川　英門 モリカワ　ヒデト

豊谷　和也 トヨタニ　カズヤ 淺海　剛史 アサウミ　ツヨシ

松永　宣義 マツナガ　ノブヨシ

南畑　太亮 ミナミハタ　タイスケ

寺田　琢哉 テラダ　タクヤ

渡邊　厚志 ワタナベ　アツシ

ビジュアルソフトA

9

株式会社ビコー BIKO 株式会社ビコー BIKO

9

株式会社ビジュアルソフト ビジュアルソフトA

9:17

株式会社ビジュアルソフト

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

将来設計士

10

株式会社𠮷永建設 team  yoshinaga 株式会社𠮷永建設 team  yoshinaga

10

株式会社ホロスプランニング 将来設計士

9:24

株式会社ホロスプランニング

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。

11

TOYO TIRE株式会社 TOYO TIRES

9:31

TOYO TIRE株式会社 TOYO TIRES

11

ナイガイ株式会社 ナイガイゴルフ部B ナイガイ株式会社 ナイガイゴルフ部B

SUPER HI INDEX

8

川重冷熱工業株式会社 Team Efficio 川重冷熱工業株式会社 Team Efficio

8

株式会社アサヒオプティカル SUPER HI INDEX

9:10

株式会社アサヒオプティカル

チームK

7

タキイ種苗株式会社 桃太郎侍 タキイ種苗株式会社 桃太郎侍

7

関西電力株式会社 チームK

9:03

関西電力株式会社

三谷商事株式会社 三谷ゴルフチームB 三谷商事株式会社 三谷ゴルフチームB

6

株式会社テクノアソシエ 株式会社テクノアソシエ

8:56

株式会社テクノアソシエ

寧薬化学工業株式会社

株式会社京都プラテック

KHネオケム株式会社

近畿労働金庫

KHネオケム株式会社

リコージャパン株式会社

株式会社 堀内機械

株式会社テクノアソシエ

6

№

1

2

3

4

5

ピッカーズ＋１

TEAM KYOPLA

KHネオケム A

ビッグウェーブ

KHネオケム B

リコージャパン愛岐福

ホリダー

SCREEN HD Team A

SCREEN HD Team C

SCREEN HD Team A

SCREEN HD Team C

8:21

8:28

8:35

8:42

8:49

株式会社あかがね チーム５５５

TEAM KYOPLA

KHネオケム A

ビッグウェーブ

KHネオケム B

リコージャパン愛岐福

ホリダー

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』

東近畿地区決勝
組合せ【2022年8月13日（土）城陽カントリー倶楽部 東コース】

№

1

2

3

4

5

寧薬化学工業株式会社

株式会社京都プラテック

KHネオケム株式会社

近畿労働金庫

KHネオケム株式会社

リコージャパン株式会社

株式会社 堀内機械

株式会社SCREENホールディングス

株式会社SCREENホールディングス

スタート
時間

株式会社SCREENホールディングス

株式会社SCREENホールディングス

株式会社あかがね チーム５５５

ピッカーズ＋１

　O U T I　N

12

株式会社ＮＴＴドコモグループ dcmチームA

9:38

株式会社ＮＴＴドコモグループ dcmチームA

12

株式会社島津製作所　 関西　島津ゴルフ部 株式会社島津製作所　 関西　島津ゴルフ部

13

プルデンシャル生命保険株式会社 チームロック

9:45

プルデンシャル生命保険株式会社 チームロック

13

一般社団法人ディアーパークゴルフクラブ TEAM DEER 住友生命保険相互会社 Vitality

14

一般社団法人ディアーパークゴルフクラブ TEAM DEER

9:52 14

住友生命保険相互会社 Vitality

今年も決勝大会の模様が番組放送決定！


