
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

林　　憲志 ハヤシ　ケンジ 林　　篤男 ハヤシ　アツオ

吉田　　正 ヨシダ　タダシ 田中　　淳 タナカ　ジュン

南部　久典 ナンブ　ヒサノリ 鯉江　亮輔 コイエ　リョウスケ

浅井　重雄 アサイ　シゲオ 深谷　修司 フカヤ　シュウジ

白神　幸男 シラガ　ユキオ 嶋野　　洋 シマノ　ヒロシ

北村　卓也 キタムラ　タクヤ 福井　貴浩 フクイ　タカヒロ

菊池　　祐 キクチ　ユウ 汲田　稔尚 クミタ　トシナオ

山腰　員令 ヤマコシ　カズナリ 上野　惣一 ウエノ　ソウイチ

三島　利和 ミシマ　トシカズ 小川　靖司 オガワ　セイジ

蟹江　浩臣 カニエ　ヒロオミ 飯島　一昭 イイジマ　カズアキ

小松　辰雄 コマツ　タツオ 民田　陽介 タミタ　ヨウスケ

永田　和也 ナガタ　カズヤ 佐藤　大介 サトウ　ダイスケ

宮本　　豊 ミヤモト　ユタカ 濱　　敬倫 ハマ　タカノリ

飼沼　朋弥 カイヌマ　トモヤ 菊池　　祥 キクチ　ショウ

舟橋　邦和 フナハシ　クニカズ 川嶋　義人 カワシマ　ヨシト

中原　淳司 ナカハラ　ジュンジ 伊藤　晃允 イトウ　アキミツ

丸山　恭一 マルヤマ　キョウイチ 宮崎　邦彦 ミヤザキ　クニヒコ

相川　秀和 アイカワ　ヒデカズ 間瀬　佑哉 マセ　ユウヤ

都築　　勉 ツヅキ　ツトム 林　　芳昭 ハヤシ　ヨシアキ

杉浦　正紀 スギウラ　マサノリ 結城　　仁 ユウキ　ジン

河本　武士 カワモト　タケシ 朝倉　　茂 アサクラ　シゲル

福田　芳彦 フクタ　ヨシヒコ 秋山　　大 アキヤマ　ダイ

川田　和彦 カワタ　カズヒコ 黒木　　格 クロキ　イタル

藤原　孝弘 フジワラ　タカヒロ 大井　智明 オオイ　トモアキ

高島　　徹 タカシマ　トオル 財間　修二 ザイマ　シュウジ

安達　隆之 アダチ　タカユキ 田中　友理 タナカ　ユリ

金澤 美由紀 カナザワ　ミユキ 江崎 多香子 エザキ　タカコ

安藤　啓子 アンドウ　ケイコ 浜上　佳奈 ハマガミ　カナ

山口　孝穂 ヤマグチ　タカホ 井坂　正行 イサカ　マサユキ

牧　　季則 マキ　トシノリ 近藤　　稔 コンドウ　ミノル

熊　　英利 クマ　ヒデトシ 鍋島　勝利 ナベシマ　カツトシ

藤原　龍二 フジワラ　リュウジ 上田　　誠 ウエダ　マコト

楠　　恒介 クスノキ　コウスケ 深谷　　敬 フカヤ　タカシ

寺下　夏樹 テラシタ　ナツキ 加納　宏明 カノウ　ヒロアキ

水野　　明 ミズノ　アキラ 濵地　正則 ハマヂ　マサノリ

山田　　誠 ヤマダ　マコト 小久保 和昌 コクボ　カズマサ

杉本　大藏 スギモト　ダイゾウ 小坂　哲史 コサカ　サトシ

神田 真次郎 カンダ　シンジロウ 高石　英幸 タカイシ　ヒデユキ

伊藤　嘉晃 イトウ　ヨシアキ 綱木　寿幸 ツナキ　トシユキ

水谷　友二 ミズタニ　ユウジ 中沢　光昭 ナカザワ　ミツアキ

近藤　直臣 コンドウ　ナオオミ 楯列　正浩 タテナミ　マサヒロ

大西　章隆 オオニシ　アキタカ 中川　哲雄 ナカガワ　テツオ

白井　琢三 シライ　タクミ 松元 龍二郎 マツモト　リュウジロウ

矢島 健一郎 ヤジマ　ケンイチロウ 今枝　宏暢 イマエダ　ヒロノブ

田口　　巌 タグチ　イワオ 杣谷　健一 ソマヤ　ケンイチ

桑原　史也 クワバラ　フミヤ 横山 真太郎 ヨコヤマ　シンタロウ

加藤　隆司 カトウ　タカシ 佐野　浩康 サノ　ヒロヤス

山本　訓敬 ヤマモト　クニヒロ 鈴木　創太 スズキ　ソウタ

林　　大智 ハヤシ　ダイチ 坂井　一晴 サカイ　カズハル

伊藤　　諒 イトウ　リョウ 神谷　祐樹 カミヤ　ユウキ

谷口　正則 タニグチ　マサノリ 安田　健一 ヤスダ　ケンイチ

中根　聡浩 ナカネ　アキヒロ 前川　裕一 マエカワ　ユウイチ

餅原　幹也 モチハラ　ミキヤ 小池　知宏 コイケ　トモヒロ

沼田　良輝 ヌマタ　ヨシキ 橋口　耕平 ハシグチ　コウヘイ

滝　亮太郎 タキ　リョウタロウ 飯田　量敏 イイダ　カズトシ

近藤　洋行 コンドウ　ヒロユキ 遠山 憲太郎 トオヤマ　ケンタロウ

丸山　恵吾 マルヤマ　ケイゴ 相澤　直哉 アイザワ　ナオヤ

石井　宏貴 イシイ　ヒロタカ 江波戸　崇 エバト　タカシ

小久保 博司 コクボ　ヒロシ 山本　　鋭 ヤマモト　エイ

高津　達久 タカツ　タツヒサ 小久保 富弘 コクボ　トミヒロ

15

株式会社キーエンス KGT

10:09

株式会社キーエンス KGT

15

株式会社デンソーエレクトロニクス DELJ-A 株式会社デンソーエレクトロニクス DELJ-A

14

ホーメックス株式会社 ホーメックスゴルフ部

10:02

ホーメックス株式会社 ホーメックスゴルフ部

14

株式会社 八神製作所 八神会チームＣ 株式会社 八神製作所 八神会チームＣ

13

三菱電機ビルソリューションズ株式会社 MEBS

9:48

三菱電機ビルソリューションズ株式会社 MEBS

13

和光技研工業株式会社 WPGA 和光技研工業株式会社 WPGA

12

株式会社足立ライト工業所 チームAL

9:41

株式会社足立ライト工業所 チームAL

12

株式会社 東海理化 東海理化B 株式会社 東海理化 東海理化B

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』

中部C
組合せ【2022年7月23日（土）小原カントリークラブ】

№

1

2

3

4

5

アイリン株式会社

株式会社豊田自動織機

株式会社豊田自動織機

アーレックス株式会社

アーレックス株式会社

キャリオ技研株式会社

アーレックス株式会社

日本ぱちんこ部品株式会社

株式会社サンスタッフ

スタート
時間

日本ぱちんこ部品株式会社

株式会社サンスタッフ

有限会社都築産業 TSUZUKI

チームアイリン

　O U T I　N

NPP

ライジングサンスタッフ

8:17

8:24

8:31

8:38

8:45

有限会社都築産業 TSUZUKI

TICO東浦

TICO碧南

Aチーム

Bチーム

キャリオ技研A

Cチーム

№

1

2

3

4

5

チームアイリン

TICO東浦

TICO碧南

Aチーム

Bチーム

キャリオ技研A

Cチーム

NPP

ライジングサンスタッフ

アイリン株式会社

株式会社豊田自動織機

株式会社豊田自動織機

アーレックス株式会社

アーレックス株式会社

キャリオ技研株式会社

アーレックス株式会社

ヤマガタヤ　ゴルフ部　Bチーム

6

トヨタ自動車株式会社 TOYOTA トヨタ自動車株式会社 TOYOTA

6

株式会社ヤマガタヤ ヤマガタヤ　ゴルフ部　Bチーム

8:52

株式会社ヤマガタヤ

チーム タナパックス

7

トヨタ自動車株式会社 TMCレディース トヨタ自動車株式会社 TMCレディース

7

株式会社タナパックス チーム タナパックス

8:59

株式会社タナパックス

チームサプライズVer.Ⅸ

8

トヨタ自動車株式会社 貞宝シニア トヨタ自動車株式会社 貞宝シニア

8

京楽産業.グループ チームサプライズVer.Ⅸ

9:06

京楽産業.グループ

Facebookにて大会公式ファンページ開設！
 「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

三菱自動車岡崎ゴルフ部Bチーム

10

株式会社アイティー物流 ITO 株式会社アイティー物流 ITO

10

三菱自動車工業株式会社 三菱自動車岡崎ゴルフ部Bチーム

9:27

三菱自動車工業株式会社

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。

11

トヨタ紡織株式会社 TB猿投

9:34

トヨタ紡織株式会社 TB猿投

11

株式会社JARA JARA 株式会社JARA JARA

三菱自動車岡崎ゴルフ部Aチーム

9

豊田スチールセンター株式会社 STEELS 豊田スチールセンター株式会社 STEELS

9

三菱自動車工業株式会社 三菱自動車岡崎ゴルフ部Aチーム

9:20

三菱自動車工業株式会社

今年も決勝大会の模様が番組放送決定！


