
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

武田　行平 タケダ　コウヘイ 中村　昌樹 ナカムラ　マサキ

佐藤　孝義 サトウ　タカヨシ 榎本　　剛 エノモト　ゴウ

小倉　　公 オグラ　イサオ 平林　昌樹 ヒラバヤシ　マサキ

平島　　剛 ヒラシマ　ツヨシ 佐藤　秀樹 サトウ　ヒデキ

及川　良三 オイカワ　リョウゾウ 森川　俊宏 モリカワ　トシヒロ

上銘　　均 ジョウメイ　ヒトシ 木村　暢臣 キムラ　ノブオミ

安廣　征太 ヤスヒロ　ハヤタ 遠田　将弘 トオダ　マサヒロ

矢吹　達夫 ヤブキ　タツオ 田邉　達也 タナベ　タツヤ

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

小田　敬仁 オダ　ノリヒト 石川　　豊 イシカワ　ユタカ

安田　敬志 ヤスダ　タカシ 武久　周平 タケヒサ　シュウヘイ

安藤　英基 アンドウ　ヒデキ 長尾　 　大 ナガオ　ダイ

中村　基彦 ナカムラ　モトヒコ 生永　幸嗣 イクナガ　ユキツグ

梶原　隆司 カジワラ　リュウジ 日高　賢治 ヒダカ　ケンジ

奥津　　隆 オクツ　タカシ 屋敷　幸雄 ヤシキ　ユキオ

金子　純也 カネコ　ジュンヤ 成田　 　亮 ナリタ　リョウ

相場　隆彰 アイバ　タカアキ 富田　圭吾 トミタ　ケイゴ

草切　　修 クサキリ　オサム 細谷　有彦 ホソヤ　アリヒコ

一ノ瀬 政和 イチノセ　マサカズ 富田　祥平 トミタ　ショウヘイ

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

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

牛石　知也 ウシイシ　トモヤ 江本　隆嗣 エモト　タカシ

中崎　健一 ナカザキ　ケンイチ 角元　裕樹 カクモト　ヒロキ

後藤　　渉 ゴトウ　ワタル 赤津　精一 アカツ　セイイチ

松下　圭二 マツシタ　ケイジ 吉川　　暁 ヨシカワ　サトル

山室 信太郎 ヤマムロ　シンタロウ 釘宮　英治 クギミヤ　エイジ

半田　純一 ハンダ　ジュンイチ 原　　聡希 ハラ　トシキ

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

金丸　智彦 カナマル　トモヒコ 玖島　周平 クシマ　シュウヘイ

田際　裕介 タギワ　ユウスケ 青木　健太 アオキ　ケンタ

澁澤　　健 シブサワ　タケシ 阿久澤 和久 アクザワ　カズヒサ

松村　卓哉 マツムラ　タクヤ 二宮　悦郎 ニノミヤ　エツロウ

藤井　慎吾 フジイ　シンゴ 岡田　大輔 オカダ　ダイスケ

池田　欣生 イケダ　ヨシオ 北原　伸一 キタハラ　シンイチ

須藤　佳子 ストウ　ケイコ 相川　知英 アイカワ　トモヒデ

田村　佳子 タムラ　ヨシコ 安藤　秀明 アンドウ　ヒデアキ

高橋　　観 タカハシ　カン 斉藤　　誠 サイトウ　マコト

芝野　明生 シバノ　アキオ 渡邉　信行 ワタナベ　ノブユキ

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

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

山川　博功 ヤマカワ　ヒロノリ 五十嵐 将人 イガラシ　マサト

片山　徹之 カタヤマ　テツシ 水山　英一 ミズヤマ　エイイチ

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

鳥海　宏志 トリウミ　ヒロシ 末盛　貴弘 スエモリ　タカヒロ

田中　裕崇 タナカ　ヒロタカ 小山内　裕 オサナイ　ヒロシ

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 小笠原　航 オガサワラ　ワタル

戸田　英孝 トダ　ヒデタカ 日髙　源太 ヒダカ　ゲンタ

上杉　亮太 ウエスギ　リョウタ 政岡　一徳 マサオカ　カズノリ

山崎　　仁 ヤマザキ　ヒトシ

村松　竜一 ムラマツ　リョウイチ

田村　　悟 タムラ　サトル

村上　　智健 ムラカミ　トモタケ

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。

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
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株式会社三井住友銀行 SMBC2

9:36

株式会社オートテクニックジャパン ATJ チームB

13

楽天グループ株式会社 R: Eagle

9:18

楽天グループ株式会社 R: Eagle

株式会社ビィ・フォアード 前へB 株式会社ビィ・フォアード 前へB

14

楽天グループ株式会社 R: Albatross

9:27

楽天グループ株式会社 R: Albatross

14

株式会社オートテクニックジャパン ATJ チームB 株式会社三井住友銀行 SMBC2

12

楽天グループ株式会社 R: Birdie

9:09

楽天グループ株式会社 R: Birdie

12

株式会社ビィ・フォアード 前へA 株式会社ビィ・フォアード 前へ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』

北関東B
組合せ【7月2日（土）スターツ笠間ゴルフ倶楽部】

№

1

2

3

4

5

エーザイ株式会社

株式会社電通国際情報サービス

エーザイ株式会社

株式会社電通国際情報サービス

株式会社ダイトー技建

株式会社電通国際情報サービス

株式会社エープル

株式会社ツインズ

株式会社エープル

スタート
時間

株式会社ツインズ

株式会社エープル

株式会社ツインズ チームキャタピーB

押忍！エーザイ

　O U T I　N

チームキャタピー

チーム大宮

7:30

7:39

7:48

7:57

8:06

株式会社ツインズ チームキャタピーB

AHEAD-2

YES！エーザイ

AHEAD-3

ダイトー技建

AHEAD-4

チーム六本木

№

1

2

3

4

5

押忍！エーザイ

AHEAD-2

YES！エーザイ

AHEAD-3

ダイトー技建

AHEAD-4

チーム六本木

チームキャタピー

チーム大宮

エーザイ株式会社

株式会社電通国際情報サービス

エーザイ株式会社

株式会社電通国際情報サービス

株式会社ダイトー技建

株式会社電通国際情報サービス

株式会社エープル

大成建設ゴルフ部

6

株式会社日立産業制御ソリューションズ HiICS-A 株式会社日立産業制御ソリューションズ HiICS-A

6

大成建設株式会社 大成建設ゴルフ部

8:15

大成建設株式会社

チームＵＢ

7

株式会社日立産業制御ソリューションズ HiICS-B 株式会社日立産業制御ソリューションズ HiICS-B

7

大和ライフネクスト株式会社 チームＵＢ

8:24

大和ライフネクスト株式会社

FTGC1

8

株式会社群馬銀行 チーム渡良瀬 株式会社群馬銀行 チーム渡良瀬

8

株式会社NTTデータ・フィナンシャルテクノロジー FTGC1

8:33

株式会社NTTデータ・フィナンシャルテクノロジー

FTGC2

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

9

株式会社NTTデータ・フィナンシャルテクノロジー FTGC2

8:42

株式会社NTTデータ・フィナンシャルテクノロジー

双日ゴルフ部

10

株式会社群馬銀行 チーム白根 株式会社群馬銀行 チーム白根

10

双日株式会社 双日ゴルフ部

8:51

双日株式会社

11

SCSK株式会社 SCSK Fチーム

9:00

SCSK株式会社 SCSK Fチーム

11

株式会社シーアンドエーソリューション C&A 株式会社シーアンドエーソリューション C&A

13

15

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


