
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

藤野　　茂 フジノ　シゲル 中川　隆弘 ナカガワ　タカヒロ

三浦　年也 ミウラ　トシヤ 重松　啓介 シゲマツ　ケイスケ

林田　正則 ハヤシダ　マサノリ - -

松本　　賢 マツモト　ケン 辰巳　涼外 タツミ　リョウト

中井　祥貴 ナカイ　ショウキ 道井　明博 ミチイ　アキヒロ

小西　一平 コニシ　イッペイ 和田　隆司 ワダ　リュウジ

丹羽　治枝 ニワ　ハルエ 峰山　俊寛 ミネヤマ　トシヒロ

今井　康二 イマイ　コオジ 丹羽　眞生 ニワ　シンキ

西本　武史 ニシモト　タケシ 定井　　豊 ジョウイ　ユタカ

北田　俊明 キタダ　トシアキ 辰巳 進太郎 タツミ　シンタロウ

安達　悟志 アダチ　サトシ 大工舎　宏 ダイクヤ　ヒロシ

福本　　修 フクモト　オサム 堀江　修太 ホリエ　シュウタ

志賀　伸彦 シガ　ノブヒコ 曲田　卓弘 マガリダ　タクヒロ

米本　宏樹 ヨネモト　ヒロキ 八重垣 憲司 ヤエガキ　ケンジ

前根　伸彦 マエネ　ノブヒコ 柿原　正樹 カキハラ　マサキ

金尾　保彦 カナオ　ヤスヒコ 森本　晃太 モリモト　コウタ

増田　俊二 マスダ　シュンジ 今西　高明 イマニシ　タカアキ

厚木　　慎 ホウノキ　マコト 小口　　久 コグチ　ヒサシ

水間　　勉 ミズマ　ツトム 上田　康仁 ウエダ　ヤスヒト

乙女　和弘 オトメ　カズヒロ 大西　智之 オオニシ　トモユキ

井上　　剛 イノウエ　ツヨシ 川﨑　亮祐 カワサキ　リョウスケ

奥村　　健 オクムラ　ケン 田中 健太郎 タナカ　ケンタロウ

長光　卓也 ナガミツ　タクヤ 辻尾　英昭 ツジオ　ヒデアキ

岡野　　学 オカノ　マナブ 原田　　靖 ハラダ　ヤスシ

山田　剛士 ヤマダ　ツヨシ 鮫島　　崇 サメシマ　タカシ

佐々木　優 ササキ　マサル 藤井　柊伍 フジイ　シュウゴ

木原　　建 キハラ　タテル 東井　　望 トウイ　ノゾム

長友　　大 ナガトモ　スグル 原田　嘉久 ハラダ　ヨシヒサ

木田　良太 キダ　リョウタ

津坂　英二 ツサカ　エイジ

木村　浩司 キムラ　コウジ

竹本　　純 タケモト　ジュン

東野　幸ニ ヒガシノ　コウジ 松浦　達也 マツウラ　タツヤ

小林　毅也 コバヤシ　タカヤ 柏田　雅俊 カシワダ　マサトシ

坂野　吉弘 サカノ　ヨシヒロ 濱田　紀英 ハマダ　ノリヒデ

山口　　暁 ヤマグチ　サトル 高田　裕生 タカダ　ヒロオ

久保田 一弘 クボタ　カズヒロ 土屋　毅雄 ツチヤ　タカオ

西原　　充 ニシハラ　ミツル 三宅　亮平 ミヤケ　リョウヘイ

橋本　貴紀 ハシモト　タカノリ - -

栗山　　萌 クリヤマ　メグミ 河村　真潮 カワムラ　マシオ

旧S

9

パナソニック株式会社加西事業所 PKW48 株式会社長谷工コーポレーション ハセコー２

9

株式会社池田泉州銀行 旧S

8:10

株式会社池田泉州銀行

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

チームK
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朝日ゴルフ株式会社 team AGe 朝日ゴルフ株式会社 team AGe

10

三井住友海上火災保険株式会社 チームK

8:17

三井住友海上火災保険株式会社

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。
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パナソニック株式会社加西事業所 PKW48

8

株式会社長谷工コーポレーション ハセコー２

8:03

ハセコー3

7

日油株式会社 チームNOF 日油株式会社 チームNOF

7

株式会社長谷工コーポレーション ハセコー3

7:56

株式会社長谷工コーポレーション

株式会社吉富運輸 ビギナーズ 株式会社吉富運輸 ビギナーズ

6

因幡電機産業株式会社 オレに任せろ！

7:49

因幡電機産業株式会社

丸藤建設株式会社

株式会社クボタ

株式会社ドウシシャ

有限会社マイプラン

伊藤忠プラスチックス株式会社

アットストリームコンサルティング株式会社

田辺三菱製薬株式会社

オレに任せろ！
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№

1

2

3

4

5

チーム　marufuji

Team KUBOTA

ドウシシャゴルフ同好会

マイプランゴルフ部

CIPS west

アットストリーム

チームMTPC

とりぎん

エネぴい

とりぎん

エネぴい

7:14

7:21

7:28

7:35

7:42

株式会社ダイネンエコソリューション はりまっち

Team KUBOTA

ドウシシャゴルフ同好会

マイプランゴルフ部

CIPS west

アットストリーム

チームMTPC

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』

西近畿C
組合せ【2022年7月30日（土）武庫ノ台ゴルフコース】

№

1

2

3

4

5

丸藤建設株式会社

株式会社クボタ

株式会社ドウシシャ

有限会社マイプラン

伊藤忠プラスチックス株式会社

アットストリームコンサルティング株式会社

田辺三菱製薬株式会社

株式会社 鳥取銀行

エネクスフリート株式会社

スタート
時間

株式会社 鳥取銀行

エネクスフリート株式会社

株式会社ダイネンエコソリューション はりまっち

チーム　marufuji

　O U T I　N

今年も決勝大会の模様が番組放送決定！


