
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

宮﨑　哲也 ミヤザキ　テツヤ 岩田　　強 イワタ　ツヨシ

中川　幸紀 ナカガワ　ユキノリ 小林　健一 コバヤシ　ケンイチ

松岡　匡弘 マツオカ　タダヒロ 今村　　健 イマムラ　ケン

舟山　啓介 フナヤマ　ケイスケ 島田 十三男 シマダ　トミオ

飯嶋　克寿 イイジマ　カツヒサ 真栄里 貴彦 マエザト　タカヒコ

内田　一秀 ウチダ　カズヒデ 逸見　悠貴 ヘンミ　ユウキ

小川　博史 オガワ　ヒロシ 上遠野 雅文 カトウノ　マサフミ

山﨑　　晋 ヤマザキ　ススム 眞澤　美帆 マザワ　ミホ

熊谷　　隆 クマガイ　リュウ 岩村　昌樹 イワムラ　マサキ

坂上　純一 サカガミ　ジュンイチ 三浦　克文 ミウラ　ヨシノリ

成田　　薫 ナリタ　カオル 田中　克彦 タナカ　カツヒコ

三田部 芳信 ミタベ　ヨシノブ 今岸　康郎 イマギシ　ヤスオ

大原　俊弘 オオハラ　トシヒロ 成田　晃一 ナリタ　コウイチ

嶺井　和彦 ミネイ　カズヒコ 野口　大樹 ノグチ　ダイキ

大野　　豊 オオノ　ユタカ 奥田　和幸 オクダ　カズユキ

松本　靖博 マツモト　ヤスヒロ 伊藤　広隆 イトウ　ヒロタカ

中川　雄吾 ナカガワ　ユウゴ 岩﨑 伊津子 イワサキ　イツコ

大原　知之 オオハラ　トモユキ 岩切　秀典 イワキリ　ヒデノリ

小林　文子 コバヤシ　フミコ 西川　博明 ニシカワ　ヒロアキ

高田　賢治 タカダ　ケンジ 松田　和也 マツダ　カズヤ

渡邊　孝樹 ワタナベ　タカキ 佐藤 昇一朗 サトウ　ショウイチロウ

矢崎　宏幸 ヤザキ　ヒロユキ 関　　史裕 セキ　フミヒロ

青木　優弥 アオキ　ユウヤ 張本　幸平 ハリモト　コウヘイ

池田　　靖 イケダ　ヤスシ 松原　陵太 マツバラ　リョウタ

矢島　　仁 ヤジマ　ヒトシ 金刺　秀樹 カネザシ　ヒデキ

室田　尚久 ムロタ　ナオヒサ 杉田　　譲 スギタ　ユズル

林　裕太郎 ハヤシ　ユウタロウ 齋藤　徳人 サイトウ　ノリヒト

渡辺　健一 ワタナベ　ケンイチ 久保　達哉 クボ　タツヤ

永山 勇一郎 ナガヤマ　ユウイチロウ 近藤　輝則 コンドウ　テルノリ

荻野　浩一 オギノ　コウイチ 笠原　光晴 カサハラ　ミツハル

田代　泰久 タシロ　ヤスヒサ 鎌倉　英治 カマクラ　ヒデハル

古澤　　元 フルサワ　モトイ 中田　秀樹 ナカタ　ヒデキ

塩澤　佑太 シオザワ　ユウタ 宮田　雅夫 ミヤタ　マサオ

江袋　徳朗 エブクロ　トクロウ 亀山　　誠 カメヤマ　マコト

堀　　明生 ホリ　アキオ 島本　礼栄 シマモト　ヒロマサ

中山　奈美 ナカヤマ　ナミ 矢次　修蔵 ヤツギ　シュウゾウ

松崎　勝幸 マツサキ　カツユキ 柴田　直樹 シバタ　ナオキ

関谷　一俊 セキヤ　カズトシ 荒井　建次 アライ　ケンジ

小林　正郎 コバヤシ　マサオ 浜辺　秀樹 ハマベ　ヒデキ

能戸　貴史 ノト　タカノリ 恩田　和彦 オンダ　カズヒコ

吉松　　朋 ヨシマツ　トモ 鈴木　雄介 スズキ　ユウスケ

石井　智大 イシイ　トモヒロ 吉野　真大 ヨシノ　マヒロ

春日　静夫 カスガ　シズオ 齋藤　憲和 サイトウ　ノリカズ

田所　真一 タドコロ　シンイチ 弘田　隆一 ヒロタ　リュウイチ

土城　弘大 ドキ　コウタ 谷口　達也 タニグチ　タツヤ

伊庭　公也 イバ　キンヤ 村上　和宏 ムラカミ　カズヒロ

武田　政則 タケダ　マサノリ 渡部　紀之 ワタナベ　ノリユキ

英利 アブライティ エリ　アブライティ 芹澤　智之 セリザワ　トモユキ

小池　美源 コイケ　フミヨシ 寺井　敏博 テライ　トシヒロ

水野　貴司 ミズノ　タカシ 田野倉 幸ニ タノクラ　コウジ

豊島　　悟 トヨシマ　サトル 橋辺　広明 ハシベ　ヒロアキ

清水　陽平 シミズ　ヨウヘイ 工藤　　隆 クドウ　タカシ

齋藤　　稔 サイトウ　ミノル 田高　和之 タコウ　カズユキ

大塚　　武 オオツカ　タケシ 星野　浩輝 ホシノ　ヒロキ

土屋　翔吾 ツチヤ　ショウゴ 鈴木　淳一 スズキ　ジュンイチ

福原 弘一朗 フクハラ　コウイチロウ 長谷川 直樹 ハセガワ　ナオキ

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

13

野村證券株式会社 NOMURA TEAM C

9:52

野村證券株式会社 NOMURA TEAM C

株式会社ニトリ ＧＭＧ チームＩ 株式会社ニトリ ＧＭＧ チームＩ

14

株式会社SUBARU SUBARU

9:59

株式会社SUBARU SUBARU

14

東洋インキSCホールディングス株式会社 東洋インキＳＣＨＤ 東洋インキSCホールディングス株式会社 東洋インキＳＣＨＤ

12

野村證券株式会社 NOMURA TEAM B

9:45

野村證券株式会社 NOMURA TEAM B

12

株式会社ニトリ ＧＭＧ チームＮ 株式会社ニトリ ＧＭＧ チームＮ

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A
組合せ【6月19日（日）こだまゴルフクラブ】

№

1

2

3

4

5

株式会社 プライムバンク

本田技研工業株式会社

株式会社 プライムバンク

本田技研工業株式会社

株式会社三友ロジスティクス

株式会社長谷工コミュニティ

株式会社　日本都市

三井住友ファイナンス＆リース株式会社

株式会社　日本都市

スタート
時間

三井住友ファイナンス＆リース株式会社

株式会社　日本都市

三井住友ファイナンス＆リース株式会社 Team SMFLs

プライム1

　O U T I　N

SMFL研修会

日本都市B

8:28

8:35

8:42

8:49

8:56

三井住友ファイナンス＆リース株式会社 Team SMFLs

HGC　Aチーム

プライム2

HGC　Bチーム

三友グループ ゴルフ同好会

チームM3

日本都市A

№

1

2

3

4

5

プライム1

HGC　Aチーム

プライム2

HGC　Bチーム

三友グループ ゴルフ同好会

チームM3

日本都市A

SMFL研修会

日本都市B

株式会社 プライムバンク

本田技研工業株式会社

株式会社 プライムバンク

本田技研工業株式会社

株式会社三友ロジスティクス

株式会社長谷工コミュニティ

株式会社　日本都市

MUNゴルフ部Aチーム

6

伊藤忠商事株式会社 伊藤忠商事チームA 伊藤忠商事株式会社 伊藤忠商事チームA

6

三菱UFJニコス株式会社 MUNゴルフ部Aチーム

9:03

三菱UFJニコス株式会社

MUNゴルフ部Bチーム

7

伊藤忠商事株式会社 伊藤忠商事チームB 伊藤忠商事株式会社 伊藤忠商事チームB

7

三菱UFJニコス株式会社 MUNゴルフ部Bチーム

9:10

三菱UFJニコス株式会社

三井住友カードB

8

伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 Aチーム 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 Aチーム

8

三井住友カード株式会社 三井住友カードB

9:17

三井住友カード株式会社

エネルギーフロンティアＢ

9

伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 Bチーム 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 Bチーム

9

東京ガス株式会社 エネルギーフロンティアＢ

9:24

東京ガス株式会社

フジタA

10

ウチダエスコ株式会社 Team ESCO ウチダエスコ株式会社 Team ESCO

10

株式会社フジタ フジタA

9:31

株式会社フジタ

11

楽天グループ株式会社 Rakuten Golf Club

9:38

楽天グループ株式会社 Rakuten Golf Club

11

千代田化工建設株式会社 ゴルフ部 千代田化工建設株式会社 ゴルフ部

13

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


