
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

嫩　　靖也 フタバ　セイヤ 渡邉　耕助 ワタナベ　コウスケ

田中　哲也 タナカ　テツヤ 吉田 紳智郎 ヨシダ　シンチロウ

浦尾　吉樹 ウラオ　ヨシキ 山田　一茂 ヤマダ　カズシゲ

浜口　美智男 ハマグチ　ミチオ 石井　涼一 イシイ　リョウイチ

園田　泰之 ソノダ　タイジ - -

加藤　幸男 カトウ　ユキオ 松村　弘治 マツムラ　コウジ

赤池　和正 アカイケ　カズマサ 酒井　聖二 サカイ　セイジ

今井　孝光 イマイ　タカミツ 吉原　一博 ヨシハラ　カズヒロ

寳部　勝彦 タカラベ　カツヒコ 小森　直樹 コモリ　ナオキ

小佐古 哲哉 コサコ　テツヤ 渡部　幸夫 ワタナベ　ユキオ

芝田　泰明 シバタ　ヤスアキ 大村　政雄 オオムラ　マサオ

佐藤　哲宏 サトウ　アキヒロ 羽田野　聖 ハタノ　キヨシ

川﨑　博文 カワサキ　ヒロフミ 新屋　武士 シンヤ　タケシ

田中　秀典 タナカ 　ヒデノリ 森安　昭雄 モリヤス　アキオ

南　　昌吾 ミナミ　ショウゴ 万　　一臣 マン　カズオミ

石川　滋久 イシカワ　シゲヒサ 平野　徹雄 ヒラノ　テツオ

大野　征博 オオノ　マサヒロ 馬場　尚記 ババ　ナオキ

柴田　英樹 シバタ　ヒデキ 大串　一昭 オオグシ　カズアキ

川上　義人 カワカミ　ヨシト 池田　　剛 イケダ　タケシ

柴田　耕治 シバタ　コウジ 福田　真平 フクダ　シンペイ

松田　孝志 マツダ　タカシ 山下　敦夫 ヤマシタ　アツオ

天野　敏博 アマノ　トシヒロ 亀谷 美和子 カメタニ　ミワコ

黒澤　浩之 クロサワ　ヒロユキ 常冨　皓史 ツネトミ　コウジ

田中 登志夫 タナカ　トシオ 平田 大二郎 ヒラタ　ダイジロウ

中村　　大 ナカムラ　ダイ 大熊　孝二 オオクマ　コウジ

門司　大樹 モンジ　ダイキ 小津和 健吾 コヅワ　ケンゴ

菅井　直人 スガイ　ナオト 佐藤　浩司 サトウ　コウジ

松田　成史 マツダ　シゲフミ 鷲見　憲一 ワシミ　ケンイチ

山田　治也 ヤマダ　ハルヤ 江島　　武 エジマ　タケシ

原田　耕介 ハラダコウスケ 河野　康彦 カワノ　ヤスヒコ

安冨　章二 ヤストミ　ショウジ 田中　久稔 タナカ　ヒサトシ

廣瀬　　剛 ヒロセ　ゴウ 草本　　桂 クサモト　カツラ

栗山　祐一 クリヤマ　ユウイチ 木村　一成 キムラ　カズナリ

小林　竜彦 コバヤシ　タツヒコ 安川　晃介 ヤスカワ　コウスケ

坂山　隆秀 サカヤマ　タカヒデ 西村　和孝 ニシムラ　カズタカ

中村　輝正 ナカムラ　テルマサ 善家 健一郎 ゼンケ　ケンイチロウ

高島　浩一 タカシマ　コウイチ 村田　和彦 ムラタ　カズヒコ

平河　文浩 ヒラカワ　フミヒロ 岡本　光司 オカモト　コウジ

江口　裕章 エグチ　ヒロアキ 西岡　公久 ニシオカ　キミヒサ

野又　政宏 ノマタ　マサヒロ 松本　光博 マツモト　ミツヒロ

永冨　喜也 ナガトミ　ヨシヤ 有井 純一郎 アリイ　ジュンイチロウ

- - 八谷 涼太郎 ヤタニ　リョウタロウ

田口　正一 タグチ　ショウイチ 北川　貴司 キタガワ　タカシ

沖　　明寿 オキ　アキトシ 山岸　和功 ヤマギシ　カズナリ

合澤　貴博 アイザワ　タカヒロ 牧野　哲也 マキノ　テツヤ

井上　幸典 イノウエ　ユキノリ 亀井　哲洋 カメイ　テツヒロ

古賀　竹虎 コガ　タケトラ 権藤　一夫 ゴンドウ　カズオ

福田　一秀 フクダ　カズヒデ 田中　祥太 タナカ　ショウタ

吉岡　明仁 ヨシオカ　アキヒト 原田　耕嗣 ハラダ　コウジ

木村　賢一 キムラ　ケンイチ 菅　　泰明 カン　ヤスアキ

栗山　清規 クリヤマ　キヨノリ 秋月 章太郎 アキヅキ　ショウタロウ

杉本　和朋 スギモト　カズトモ - -

野田　貴史 ノダ　タカシ 竹本　秀明 タケモト　ヒデアキ

森野　利昭 モリノ　トシアキ 開川　武史 カイカワ　タケシ

佐々木　茂 ササキ　シゲル 奥田　琢巳 オクダ　タクミ

牧　　淳也 マキ　ジュンヤ 小峠　博輝 コトウゲ　ヒロキ

山﨑　和也 ヤマサキ　カズヤ

山川　　礼 ヤマカワ　レイ

岡村　貴志 オカムラ　タカシ

後藤　謙治 ゴトウ　ケンジ

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

15

【2021中国九州 第1位】

【中国九州D 第1位】チームみささ

9:38

株式会社豊後プロパン チームクリーンビー

13

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 福岡

9:24

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 福岡

クリヤマグループ チームクリケン クリヤマグループ チームクリケン

株式会社豊後プロパン チームクリーンビー 飯塚病院 チームみささ

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』

中国九州地区決勝
組合せ【8月27日（土）小倉カンツリー倶楽部】

№

1

2

3

4

5

株式会社熊本銀行

大成運輸株式会社

株式会社 味咲

株式会社竹中工務店

株式会社縁

株式会社宇和島運輸交通社

JA北九

株式会社バルコム

キュウセツAＱＵＡ 株式会社

スタート
時間

株式会社バルコム

キュウセツAＱＵＡ 株式会社

株式会社サワライズ ネバーギブアップ

熊本銀行　Aチーム

　O U T I　N

バルコムA

キュウセツA

8:00

8:07

8:14

8:21

8:28

株式会社サワライズ ネバーギブアップ

深緑

チーム味咲A

TAKENAKA TEAM-A

チーム縁A

Ucean’s

TEAM GENKAI

【中国九州A 第4位】

【中国九州B 第5位】

【中国九州A 第5位】

【中国九州D 第4位】

【中国九州C 第4位】

【中国九州D 第7位】

【中国九州B 第4位】

【中国九州C 第5位】

【中国九州B 第6位】

№

1

2

3

4

5

熊本銀行　Aチーム

深緑

チーム味咲A

TAKENAKA TEAM-A

チーム縁A

Ucean’s

TEAM GENKAI

バルコムA

キュウセツA

株式会社熊本銀行

大成運輸株式会社

株式会社 味咲

株式会社竹中工務店

株式会社縁

株式会社宇和島運輸交通社

JA北九

チームdigital

6

【中国九州A 第4位】

【中国九州B 第5位】

【中国九州A 第5位】

【中国九州D 第4位】

【中国九州C 第4位】

【中国九州D 第7位】

【中国九州B 第4位】

【中国九州C 第5位】

【中国九州B 第6位】

【中国九州D 第6位】

【中国九州C 第6位】

【中国九州B 第8位】医療法人愛健会 医療法人愛健会 医療法人愛健会 医療法人愛健会

6

株式会社YEDIGITAL チームdigital

8:35

株式会社YEDIGITAL

DuffersB

7

三井住友海上火災保険株式会社 九州９９９A 三井住友海上火災保険株式会社 九州９９９A

7

株式会社福岡銀行 DuffersB

8:42

株式会社福岡銀行 【中国九州D 第5位】

【中国九州B 第3位】

8

株式会社福岡銀行 DuffersA 株式会社福岡銀行 DuffersA

8

西日本プラント工業株式会社  安全第一

8:49

西日本プラント工業株式会社 【中国九州B 第7位】

【中国九州D 第3位】

 安全第一

9

学校法人久留米大学 かんぱち！ 学校法人久留米大学 かんぱち！

9

株式会社アーウィン アーウィンAチーム

8:56

株式会社アーウィン 【中国九州D 第8位】

【中国九州A 第3位】

アーウィンAチーム

博多

10

戸田建設株式会社九州支店 チームTODA　A 戸田建設株式会社九州支店 チームTODA　A

10

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 博多

9:03

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社

11

東ソー株式会社 TOSOH 南陽B

9:10

東ソー株式会社 TOSOH 南陽B

11

YKK AP株式会社 TEAM AP YKK AP株式会社 TEAM AP

【中国九州A 第6位】

【2021中国九州 第1位】

【中国九州D 第1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。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、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。

14

東ソー株式会社 TOSOH 南陽A

9:31

東ソー株式会社 TOSOH 南陽A

12

株式会社ほけんの１１０番 チームほっとんA

9:17

株式会社ほけんの１１０番 チームほっとんA

株式会社栗山建設 チームクリケンBチーム 株式会社栗山建設 チームクリケンBチーム

15

飯塚病院

【中国九州D 第6位】

【中国九州C 第6位】

【中国九州B 第8位】

【中国九州D 第5位】

【中国九州B 第3位】

【中国九州B 第7位】

【中国九州D 第3位】

【中国九州D 第8位】

【中国九州A 第3位】

【中国九州A 第6位】

【中国九州C 第2位】

【中国九州C 第3位】

【中国九州A 第2位】

【中国九州D 第2位】

【中国九州B 第2位】

【中国九州B 第1位】

【2021中国九州 第2位】

【中国九州C 第1位】

【中国九州C 第2位】

【中国九州C 第3位】

【中国九州A 第2位】

【中国九州D 第2位】

【中国九州B 第2位】

【中国九州B 第1位】

【2021中国九州 第2位】

【中国九州C 第1位】

14

12

13

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


