
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

西村　　実 ニシムラ　ミノル 福田　康裕 フクダ　ヤスヒロ

平田 幸一郎 ヒラタ　コウイチロウ 東城　武文 トウジョウ　タケフミ

宇井　直義 ウイ　ナオヨシ 菅谷　　遼 スガヤ　リョウ

中村　智則 ナカムラ　トモノリ 内川　　啓 ウチカワ　ケイ

後藤　浩樹 ゴトウ　ヒロキ 吉田 陽一郎 ヨシダ　ヨウイチロウ

輿石　祐輔 コシイシ　ユウスケ 増田　哲也 マスダ　テツヤ

河合　　崇 カワイ　タカシ 西田　直貴 ニシダ　ナオキ

松葉　恭明 マツバ　ヤスアキ 林　　啓介 ハヤシ　ケイスケ

酒井　貴弘 サカイ　タカヒロ 岩本　達哉 イワモト　タツヤ

末次　寛隆 スエツグ　ヒロタカ 稲垣　謙吾 イナガキ　ケンゴ

小石　孝之 コイシ　タカユキ 檜垣　峰男 ヒガキ　ミネオ

楳原　尚宏 ウメハラ　ナオヒロ 阿部　哲也 アベ　テツヤ

渡辺　信雄 ワタナベ　ノブオ 津下　和久 ツゲ　カズヒサ

杉本　　裕 スギモト　ユタカ 安竹　聡司 ヤスタケ　サトシ

三田　大明 ミタ　ヒロアキ 久保田 秀尚 クボタ　ヒデナオ

朝倉　　守 アサクラ　マモル 倉本　　潤 クラモト　ジュン

土田　　修 ツチダ　オサム 榎本　雄一 エノモト　ユウイチ

京田　真也 キョウデン　シンヤ 依田　　登 ヨダ　ノボル

石黒　保雄 イシグロ　ヤスオ 古菅　敏美 コスゲ　トシミ

松宮　輝久 マツミヤ　テルヒサ 黒﨑　哲史 クロサキ　ノリヒト

坂西　圭介 サカニシ　ケイスケ 橋本　真明 ハシモト　マサアキ

關山　雄一 セキヤマ　ユウイチ 勝部　裕司 カツベ　ユウジ

前田　浩一 マエダ　コウイチ 橋本　浩志 ハシモト　ヒロシ

松葉　久美 マツバ　クミ 中川　皓貴 ナカガワ　ヒロキ

古市　　力 フルイチ　チカラ 光本　明彦 ミツモト　アキヒコ

亀井　勇典 カメイ　ユウスケ 芝沼　　淳 シバヌマ　アツシ

岩崎　博之 イワサキ　ヒロユキ 浅見　修二 アサミ　シュウジ

水口 建二郎 ミズグチ　ケンジロウ 鬼原　正博 キハラ　マサヒロ

林　　哲也 ハヤシ　テツヤ 竹井　　譲 タケイ　ユタカ

長野　雅広 ナガノ　マサヒロ 高篠　淳也 タカシノ　ジュンヤ

古賀　俊臣 コガ　トシオミ 平野　正樹 ヒラノ　マサキ

小田　剛史 オダ　タケシ 鬼頭　邦男 キトウ　クニオ

藤岡　秀章 フジオカ　ヒデアキ 尹　　鐘九 ユン　ジョング

高岡　正浩 タカオカ　マサヒロ 萩田　良一 ハギタ　リョウイチ

平岩　光現 ヒライワ　ミツアキ 前田　鎮男 マエダ　シズオ

石原　哲也 イシハラ　テツヤ 山口 林太郎 ヤマグチ　リンタロウ

眞田　惣太 サナダ　ソウタ 眞田 奈津基 サナダ　ナツキ

眞田 四季奈 サナダ　シキナ 小西　克典 コニシ　カツノリ

高橋　信男 タカハシ　ノブオ

馬詰　陽子 ウマヅメ 　ヨウコ 内園　　薫 ウチゾノ　カオル

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』

圏央B
組合せ【2022年7月6日（水）キングフィールズゴルフクラブ】

№

1

2

3

4

5

株式会社エンバイオ・ホールディングス

出光興産株式会社

出光興産株式会社

大和アセットマネジメント株式会社

アリナミン製薬株式会社

BPカストロール株式会社

株式会社浅井

株式会社シティコミュニケーションズ

東急建設株式会社

スタート
時間

株式会社シティコミュニケーションズ

東急建設株式会社

丸伊運輸株式会社 team　マルさん

チームエンバイオ

　O U T I　N

チーム街

TCゴルフ同好会Ｂ

8:15

8:22

8:30

8:37

8:45

丸伊運輸株式会社 team　マルさん

チームKS

チームR

DAMゴルフ部

ＡＧＣ

Aチーム

チ－ムASAI

№

1

2

3

4

5

チームエンバイオ

チームKS

チームR

DAMゴルフ部

ＡＧＣ

Aチーム

チ－ムASAI

チーム街

TCゴルフ同好会Ｂ

株式会社エンバイオ・ホールディングス

出光興産株式会社

出光興産株式会社

大和アセットマネジメント株式会社

アリナミン製薬株式会社

BPカストロール株式会社

株式会社浅井

BMSゴルフ部

6

富士通株式会社 DXフロンティアーズ 富士通株式会社 DXフロンティアーズ

6

ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社 BMSゴルフ部

8:52

ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社

チーム Tanium

7

メディカル・データ・ビジョン株式会社 チーム　えむでぶ メディカル・データ・ビジョン株式会社 チーム　えむでぶ

7

タニウム合同会社 チーム Tanium

9:00

タニウム合同会社

TTFHゴルフ部

8

株式会社　安藤・間 安藤ハザマ　ゴルフ部 株式会社　安藤・間 安藤ハザマ　ゴルフ部

8

東京建物不動産販売株式会社 TTFHゴルフ部

9:07

東京建物不動産販売株式会社

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

心和会

10

キンドリルジャパン株式会社 Warm Red キンドリルジャパン株式会社 Warm Red

10

一心グループ株式会社 心和会

9:22

一心グループ株式会社

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。

OKHゴルフ部

9

JCOM株式会社 チームZAQ JCOM株式会社 チームZAQ

9

岡畑興産株式会社 OKHゴルフ部

9:15

岡畑興産株式会社



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。 今年も決勝大会の模様が番組放送決定！


