
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

伊藤　知彦 イトウ　トモヒコ 高橋　　毅 タカハシ　ツヨシ

塚野　元基 ツカノ　モトキ 佐藤　将吾 サトウ　ショウゴ

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

古沢　雅文 フルサワ　マサフミ 小笠原 さや子 オガサワラ　サヤコ

牛島　啓輔 ウシジマ　ケイスケ 中村 研一郎 ナカムラ ケンイチロウ

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 杉田　　譲 スギタ　ユズル

林　　潤二 ハヤシ　ジュンジ 平塚　　聡 ヒラツカ  サトシ

松田　力夫 マツダ　リキオ 山上　正朗 ヤマガミ　マサアキ

鈴木　勝也 スズキ　カツヤ 菅谷　　遼 スガヤ　リョウ

宇井　直義 ウイ　ナオヨシ 内川　　啓 ウチカワ　ケイ

小林　正郎 コバヤシ　マサオ 浜辺　秀樹 ハマベ　ヒデキ

恩田　和彦 オンダ　カズヒコ 珍田　充久 チンダ　ミツヒサ

伊東　靖彦 イトウ　ヤスヒコ 河合　祐治 カワイ　ユウジ

深野　勇樹 フカノ　ユウキ 松山　　聡 マツヤマ　サトシ

森田　健史 モリタ　タケチカ 古野　　聡 フルノ　サトシ

佐々木 勝也 ササキ　カツナリ 岩井 雄次郎 イワイ　ユウジロウ

武田　政則 タケダ　マサノリ 豊島　　悟 トヨシマ　サトル

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

小西　　徹 コニシ　トオル 福田　裕子 フクダ　ユウコ

森田 健太郎 モリタ　ケンタロウ 平山　隆道 ヒラヤマ　リュウドウ

亀井　勇典 カメイ　ユウスケ 原田　英典 ハラダ　ヒデノリ

古田　　尚 フルタ　ヒサシ 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

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

武市　未来 タケイチ　ミク 中尾　哲也 ナカオ　テツヤ

浅野 正太郎 アサノ　ショウタロウ 藤田　　守 フジタ　マモル

北村　和彦 キタムラ　カズヒコ 金山　仁明 カナヤマ　マサアキ

大内　　剛 オオウチ　タケシ 砂川 めぐみ スナガワ　メグミ

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

松下 龍之介 マツシタ　リュウノスケ 五十嵐　崇 イガラシ　タカシ

柿本　偉雄 カキモト　タケオ 村瀬　義勝 ムラセ　ヨシカツ

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

安藤　英基 アンドウ　ヒデキ 相場　隆彰 アイバ　タカアキ

長尾　 　大 ナガオ　ダイ 金子　純也 カネコ　ジュンヤ

大原　俊弘 オオハラ　トシヒロ 岩切　秀典 イワキリ　ヒデノリ

嶺井　和彦 ミネイ　カズヒコ 野口　大樹 ノグチ　ダイキ

八木　公彦 ヤギ　キミヒコ 増田　　敦 マスダ　アツシ

常山　洋佑 ツネヤマ　ヨウスケ 藤野　一彦 フジノ　カズヒコ

- - 棚澤　　聡 タナザワ　サトシ

塩澤　佑太 シオザワ　ユウタ 亀山　　誠 カメヤマ　マコト

吉田　　永 ヨシダ　エイ 山中　裕之 ヤマナカ　ヒロユキ

植木　英則 ウエキ　ヒデノリ 田中　貴志 タナカ　タカシ

岩橋　和輝 イワハシ　カズキ 中村　哲也 ナカムラ　テツヤ

爲政　淳也 タメマサ　ジュンヤ 土居　秀一 ドイ　シュウイチ

高橋　拓也 タカハシ　タクヤ 湯浅　直樹 ユアサ　ナオキ

- - 永津　　愛 ナガツ　アイ

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 齋藤　徳人 サイトウ　ノリヒト

大関　　洋 オオゼキ　ヒロシ 長尾　雅彦 ナガオ　マサヒコ

中西　　元 ナカニシ　ハジメ 木曽　俊之 キソ　トシユキ

八嶋　慶太 ヤシマ　ケイタ 石津　裕士 イシヅ　ヒロシ

松葉　久美 マツバ　クミ 中川　皓貴 ナカガワ　ヒロキ

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

東浦　　誠 ヒガシウラ　マコ
ト

大川　昌弘 オオカワ　マサヒ
ロ

黒田　恭司 クロダ　キョウジ 鬼束　晃司 オニツカ　コウジ

水野　貴司 ミズノ　タカシ 田野倉 幸ニ タノクラ　コウジ

竹内　雅輝 タケウチ　マサキ 小池　美源 コイケ　フミヨシ

坂井　剛善 サカイ　タケヨシ 石谷　彰寿 イシタニ　アキヒサ

増田　七海 マスダ　ナナミ 佐々木　学 ササキ　マナブ

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

阿部 莞太郎 アベ　カンタロウ 鶴　　文彦 ツル　フミヒコ

黒佐　　奨 クロサ　ススム 吉田　　陸 ヨシダ　アツシ

久保　　努 クボ　ツトム 浅野　勝己 アサノ　カツミ

正西　康英 マサニシ　ヤスヒデ 和田　貴之 ワダ　タカユキ

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

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 根津　博嗣 ネズ　ヒロツグ

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。

13

DXフロンティアーズ

10:30

富士通株式会社 DXフロンティアーズ

株式会社SUBARU SUBARU 株式会社SUBARU SUBARU

15

16

【圏央A 第3位】

【圏央C 第3位】

【圏央B 第3位】

【圏央A 第2位】

14

株式会社東栄住宅 Ａチーム

10:16

株式会社東栄住宅 Ａチーム

14

富士通株式会社

Rakuten Golf Club

10

株式会社クレスコ クレスコゴルフ部A 株式会社クレスコ クレスコゴルフ部A

10

楽天グループ株式会社 Rakuten Golf Club

9:48

楽天グループ株式会社

11

BPカストロール株式会社 Aチーム

9:55

BPカストロール株式会社 Aチーム

11

株式会社エープル チーム六本木 株式会社エープル チーム六本木

デジタルレイバーズ

9

日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社 TCS Japan 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社 TCS Japan

9

RPAホールディングス株式会社 デジタルレイバーズ

9:41

RPAホールディングス株式会社 【圏央C 第15位】

【圏央C 第17位】

チーム　えむでぶ

8

株式会社フジタ フジタAチーム 株式会社フジタ フジタAチーム

8

メディカル・データ・ビジョン株式会社 チーム　えむでぶ

9:34

メディカル・データ・ビジョン株式会社 【圏央C 第12位】

【圏央A 第10位】

77 9:27

タニウム合同会社 チーム Tanium タニウム合同会社 チーム Tanium

6

出光興産株式会社 チームYTRK

9:20

出光興産株式会社

センコー株式会社

ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社

株式会社三菱UFJ銀行

三菱UFJニコス株式会社

株式会社トータル保険サービス

出光興産株式会社

ウチダエスコ株式会社

チームYTRK

6

【圏央A 第12位】

【圏央C 第16位】

【圏央B 第7位】

№

1

2

3

4

5

センコー株式会社　関東チーム

BMSゴルフ部

チームB

MUNゴルフ部Aチーム

TOTAL  YSS

チームKS

Team ESCO

MUFG-A チーム

営業チーム

【圏央C 第4位】

【圏央B 第5位】

【圏央C 第6位】

【圏央A 第4位】

【圏央C 第9位】

【圏央B 第4位】

【圏央A 第5位】

【圏央C 第11位】

【圏央C 第10位】

MUFG-A チーム

営業チーム

8:45

8:52

8:59

9:06

9:13

株式会社ニトリ ＧＭＧ チームＮ

BMSゴルフ部

チームB

MUNゴルフ部Aチーム

TOTAL  YSS

チームKS

Team ESCO

【圏央C 第4位】

【圏央B 第5位】

【圏央C 第6位】

【圏央A 第4位】

【圏央C 第9位】

【圏央B 第4位】

【圏央A 第5位】

【圏央C 第11位】

【圏央C 第10位】

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』

圏央地区
組合せ【8月11日（木祝）グレンオークスカントリークラブ】

№

1

2

3

4

5

センコー株式会社

ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社

株式会社三菱UFJ銀行

三菱UFJニコス株式会社

株式会社トータル保険サービス

出光興産株式会社

ウチダエスコ株式会社

株式会社三菱UFJ銀行

大成建設株式会社

スタート
時間

株式会社三菱UFJ銀行

大成建設株式会社

株式会社ニトリ ＧＭＧ チームＮ

センコー株式会社　関東チーム

　O U T I　N

12

株式会社　日本都市 日本都市A

10:02

株式会社　日本都市 日本都市A

12

ホーチキ株式会社 ホーチキＡチーム ホーチキ株式会社 ホーチキＡチーム

富士通レディース＆ジェントルメン 富士通株式会社 富士通レディース＆ジェントルメン【圏央C 第5位】 【圏央C 第5位】

13

東京ガス株式会社 エネルギーフロンティアＢ

10:09

東京ガス株式会社 エネルギーフロンティアＢ

フィールズ株式会社 チームフィールズA フィールズ株式会社 チームフィールズA

16

富士通株式会社

15

伊藤忠商事株式会社 伊藤忠チームA

10:23

伊藤忠商事株式会社 伊藤忠チームA

ニッセイアセットマネジメント株式会社 NAM ニッセイアセットマネジメント株式会社 NAM

【圏央A 第3位】

【圏央C 第3位】

【圏央B 第3位】

【圏央A 第2位】

17

NOMURA TEAM C野村證券株式会社

17

DeepBlue A日本アイ・ビー・エム株式会社

NOMURA TEAM C野村證券株式会社

10:37

DeepBlue A日本アイ・ビー・エム株式会社 【2021圏央 第2位】

【圏央A 第7位】

【2021圏央 第2位】

【圏央A 第7位】

18

株式会社日本総合研究所 ＪＲＩ東

10:44

株式会社日本総合研究所 ＪＲＩ東

18

株式会社シティコミュニケーションズ チーム街 株式会社シティコミュニケーションズ チーム街

【圏央C 第2位】

【圏央B 第2位】

【圏央C 第2位】

【圏央B 第2位】

チームラキール 株式会社ラキール チームラキール

20

丸紅株式会社 チーム丸紅

10:51

丸紅株式会社 チーム丸紅【2021圏央 第1位】

【圏央C 第1位】

【圏央A 第1位】

【圏央B 第1位】

【2021圏央 第1位】

【圏央C 第1位】

【圏央A 第1位】

【圏央B 第1位】

19

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

20

野村證券株式会社 NOMURA TEAM B

10:58

野村證券株式会社 NOMURA TEAM B

JCOM株式会社 チームZAQ JCOM株式会社 チームZAQ

19

株式会社ラキール

【圏央A 第12位】

【圏央C 第16位】

【圏央B 第7位】

【圏央C 第12位】

【圏央A 第10位】

【圏央C 第15位】

【圏央C 第17位】

【圏央A 第9位】

【圏央C 第14位】

【圏央B 第6位】

【圏央C 第13位】

【圏央A 第8位】

【圏央C 第8位】

【圏央A 第6位】

【圏央C 第7位】

【2021圏央 第3位】

【圏央A 第9位】

【圏央C 第14位】

【圏央B 第6位】

【圏央C 第13位】

【圏央A 第8位】

【圏央C 第8位】

【圏央A 第6位】

【圏央C 第7位】

【2021圏央 第3位】

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


