
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

大山　潔夫 オオヤマ　キヨオ 小栗　義文 オグリ　ヨシフミ

中村　　仁 ナカムラ　ヒトシ 山崎　宏通 ヤマザキ　ヒロミチ

千葉　岳央 チバ　タケヒサ 垣本　康彦 カキモト　ヤスヒコ

望月　一弘 モチヅキ　カズヒロ 重松　武治 シゲマツ　タケハル

中村　智也 ナカムラ　トモヤ 松原　　隆 マツバラ　タカシ

佐藤　将之 サトウ　マサユキ 奥村　秀二 オクムラ　シュウジ

山下　　強 ヤマシタ　ツヨシ 須田　　孝 スダ　タカシ

松井　和孝 マツイ　カズタカ 中村　祐介 ナカムラ　ユウスケ

増渕　英憲 マスブチ　ヒデノリ 三好　崇司 ミヨシ　タカシ

野田　靜真 ノダ　シズマ 西原　大策 ニシハラ　ダイサク

伴野　正人 バンノ　マサト 新田　寿文 ニッタ　ヒサフミ

西山　　浩 ニシヤマ　ヒロシ 長谷川　修 ハセガワ　オサム

内田　孝之 ウチダ　タカユキ 小峠　博樹 コトウゲ　ヒロキ

山川　　礼 ヤマカワ　レイ 上田　憲司 ウエダ　ケンジ

堀越　博文 ホリコシ　ヒロフミ 立川　大介 タチカワ　ダイスケ

島田　俊哉 シマダ　トシヤ 嶋田 真由美 シマダ　マユミ

古川　雅也 フルカワ　マサヤ 坂東　法隆 バンドウ　ノリタカ

松本　吉貴 マツモト　ヨシタカ 横山　真樹 ヨコヤマ　マサキ

正西　康英 マサニシ　ヤスヒデ 大倉　主脩 オオクラ　オサム

須﨑　隆寛 スサキ　タカヒロ 岩崎　　治 イワサキ　オサム

山岸　一弥 ヤマギシ　カズヤ 宮本　拓人 ミヤモト　タクト

小澤　烈史 オザワ　ツヨシ 久米　康宏 クメ　ヤスヒロ

生田　武司 イクタ　タケシ 佐藤　敏紀 サトウ　トシキ

藤岡　英樹 フジオカ　ヒデキ 中崎　健一 ナカサキ　ケンイチ

吉田 健太郎 ヨシダ　ケンタロウ 井関 慎太朗 イセキ　シンタロウ

厚井　代輔 コウイ　ダイスケ 吉田　繁久 ヨシダ　シゲヒサ

榎本　　剛 エノモト　ゴウ 及川　良三 オイカワ　リョウゾウ

上銘　　均 ジョウメイ　ヒトシ 朝谷　純一 アサタニ　ジュンイチ

溝口　　治 ミゾグチ　オサム 辻川　　仁 ツジカワ　ヒトシ

辻川　　優 ツジカワ　マサル 岸田　勇生 キシダ　ユウキ

南澤　昭徳 ミナミサワ　アキノリ 溝田　一夫 ミゾタ　カズオ

小沼　隆史 オヌマ　タカシ 亀元　秀幸 カメモト　ヒデユキ

久保　並城 クボ　ナミキ 清水　勝利 シミズ　カツトシ

長堀　大道 ナガホリ　マサミチ 嶌田　兼光 シマダ　カネミツ

田村　一幸 タムラ　カズユキ 奥田　忠彦 オクダ　タダヒコ

北本　　社 キタモト　タカシ 小泉　裕紀 コイズミ　ヒロキ

渡邉　　元 ワタナベ　ゲン ピーター 秋山 ピーター　アキヤマ

大森　幸一 オオモリ　コウイチ 皆本　美輝 ミナモト　ヨシアキ

平塚　徳生 ヒラツカ　ノリオ 壱岐尾　亮介 イキオ　リョウスケ

久米　啓史 クメ　ヒロフミ 三角　裕一 ミスミ　ユウイチ

久保田　一弘 クボタ　カズヒロ 向山　昌吾 ムカイヤマ　ショウゴ

菊川　　格 キクカワ　カク 市瀬　紗梨 イチセ　サリ

佐藤　哲宏 サトウ　アキヒロ 羽田野　聖 ハタノ　キヨシ

芝田　泰明 シバタ　ヤスアキ 大村　政雄 オオムラ　マサオ

大門　篤史 ダイモン　アツシ 辻中　聖也 ツジナカ　セイヤ

平野　匡史 ヒラノ　マサシ 田中　　克 タナカ　スグル

瀬滝　　雅 セタキ　マサシ 丸谷　勝己 マルタニ　カツミ

小松　栄一 コマツ　エイイチ 松木　卓茂 マツキ　タクモ

蔦谷　洋輔 ツタヤ　ヨウスケ 松原　勇三 マツバラ　ユウゾウ

高橋　　毅 タカハシ　ツヨシ 福岡　大城 フクオカ　ヒロキ

大久保 知彦 オオクボ　トモヒコ 小野　高明 オノ　タカアキ

鈴木　瑞枝 スズキ　ミズエ 川口　昌宏 カワグチ　マサヒロ

栗本　浩司 クリモト　コウジ 横道　真二 ヨコミチ　シンジ

菅谷　岳史 スガヤ　タケシ 石本　康成 イシモト　ヤスナリ

渡邉　和隆 ワタナベ　カズタカ 熊谷　久志 クマガイ　ヒサシ

大坪　浩司 オオツボ　コウジ 浦野　陽介 ウラノ　ヨウスケ

伊東　靖彦 イトウ　ヤスヒコ 加藤　　忠 カトウ　タダシ

河合　祐治 カワイ　ユウジ 林　　勇佑 ハヤシ　ユウスケ

小形 慎一郎 オガタ　シンイチロウ 小形　榮治 オガタ　エイジ

佐藤　　仁 サトウ　マサシ 阿部　軍一 アベ　グンイチ

染谷　　啓 ソメヤ　ケイ 木村　武司 キムラ　タケシ

谷川　　司 タニガワ　ツカサ 酒井　信行 サカイ　ノブユキ

中尾 要一郎 ナカオ　ヨウイチロウ 木道　俊一 キドウ　シュンイチ

今富　浩司 イマトミ　コウジ 羽方　伸夫 ハカタ　ノブオ

室田　尚紀 ムロタ ヒサノリ 西野　英三 ニシノ　エイゾウ

芳川　　繁 ヨシカワ　シゲル 加茂下 哲夫 カモシタ テツオ

礒谷　　彰 イソガイ　アキラ 藤野　昌吾 フジノ　ショウゴ

橋場　昭一 ハシバ　ショウイチ 磯村　彰英 イソムラ　　アキヒデ

渡辺　耕助 ワタナベ　コウスケ 桐原　貴博 キリハラ　タカヒロ

米村　康弘 ヨネムラ　ヤスヒロ 吉田 紳智郎 ヨシダ　シンチロウ

東浦　　誠 ヒガシウラ　マコト 新井　徳子 アライ　ノリコ

大間　喜行 オオマ　ヨシユキ 内薗　　薫 ウチゾノ　カオル

福田　智章 フクダ　トモアキ 梶谷　光弘 カジタニ　ミツヒロ

藤井　茂弘 フジイ　シゲヒロ 内藤　　崇 ナイトウ　タカシ

古澤　 孝 フルサワ　タカシ 小田　康浩 オダ　ヤスヒロ

三並　史典 ミナミ　フミノリ 小林　啓志 コバヤシ　ヒロシ

木下　和也 キノシタ　カズヤ 満留　義隆 ミツドメ　ヨシタカ

岡村　敬宗 オカムラ　ケイゾウ 桜井　慶和 サクライ　ヨシカズ

志賀　伸彦 シガ　ノブヒコ 米本　宏樹 ヨネモト　ヒロキ

森下 祐一郎 モリシタ　ユウイチロウ 八重垣 憲司 ヤエガキ　ケンジ

桃井　和安 モモイ　カズヤス 澤田　　等 サワダ　ヒトシ

山下　和志 ヤマシタ　カズシ 塩田　　聡 シオタ　サトシ

前田　浩一 マエダ　コウイチ 橋本　浩志 ハシモト　ヒロシ

三島　庸介 ミシマ　ヨウスケ 小田 憲一郎 オダ　ケンイチロウ

池村　寿一 イケムラ　トシカズ 大村　達也 オオムラ　タツヤ

伊藤　晴生 イトウ　ハルオ 井木　英稔 イギ　ヒデトシ

後藤　謙治 ゴトウ　ケンジ 佐々木　茂 ササキ　シゲル

岡村　貴志 オカムラ　タカシ 軸丸　義久 ジクマル　ヨシヒサ

G-BOYS

安川コントロール株式会社 プラス１ 安川コントロール株式会社 プラス１

10

日本マイクロソフト株式会社 G-BOYS

8:30
日本マイクロソフト株式会社【よみうり 2位】

【くまもと 2位】

【よみうり 2位】

【くまもと 2位】

NAG-D

株式会社ドコモＣＳ関西 ドコモＣです関西 株式会社ドコモＣＳ関西 ドコモＣです関西

9

株式会社野村総合研究所 NAG-D

8:20
株式会社野村総合研究所【取手 2位】

【瀬田 3位】

【取手 2位】

【瀬田 3位】

オサメット

株式会社日立システムズ ＨＩＳＹＳ Ａチーム 株式会社日立システムズ ＨＩＳＹＳ Ａチーム

8

加賀産業株式会社 オサメット

8:10
加賀産業株式会社【小原 2位】

【東千葉 6位】

カンネツ

エーザイ株式会社 元気出していきましょう エーザイ株式会社 元気出していきましょう

7

株式会社　カンネツコーポレーション カンネツ

8:00

株式会社　カンネツコーポレーション【宇部 2位】

【日本 2位】

山岸ロジスターズゴルフ部

株式会社コスモスイニシア CIゴルフ部A 株式会社コスモスイニシア CIゴルフ部A

6

山岸運送株式会社 山岸ロジスターズゴルフ部

7:50
山岸運送株式会社【葛城 2位】

【日本 3位】

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

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。

　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。

※組合せ表の左側は選手名、右側は企業名・チーム名です。

DIRゴルフ部

チームB

MJPM ～チームM～

山下塾

チームセブン

肥後橋サンロッカーズ

チームみささ

ドコモゴルフクラブDチーム

みずほゴルフ部チームB

株式会社大和総研

三井住友海上火災保険株式会社

三菱地所プロパティマネジメント株式会社

MHDモエヘネシーディアジオ株式会社

株式会社 セブン・イレブン・ジャパン

関西日立株式会社

飯塚病院

ドコモゴルフクラブDチーム

みずほゴルフ部チームB

7:00

7:10

7:20

7:30

7:40

【東千葉 4位】

【東千葉 3位】

【日本 5位】伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 CTC-A

RELO CLUB 全日本企業対抗ゴルフトーナメント
『じゃらんゴルフCUP春季団体戦2018-2019』

全国決勝大会
組合せ【4月27日（土）浜松シーサイドゴルフクラブ】

№

1

2

3

4

5

株式会社大和総研

三井住友海上火災保険株式会社

三菱地所プロパティマネジメント株式会社

MHDモエヘネシーディアジオ株式会社

株式会社 セブン・イレブン・ジャパン

関西日立株式会社

飯塚病院

株式会社NTTドコモ

みずほフィナンシャルグループ

スタート
時間

株式会社NTTドコモ

みずほフィナンシャルグループ

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 CTC-A

DIRゴルフ部

11

三井住友海上火災保険株式会社 チームC

8:40
三井住友海上火災保険株式会社 チームC

株式会社宇和島運輸交通社 U'ceans 株式会社宇和島運輸交通社 U'ceans

【宇都宮 2位】

【麻生飯塚 2位】

【宇都宮 2位】

【麻生飯塚 2位】

12

大阪医科大学 OMC-GOLF

8:50
大阪医科大学 OMC-GOLF

ダイハツ工業株式会社 チームDNGS ダイハツ工業株式会社 チームDNGS

【瀬田 2位】

【千刈 2位】

【瀬田 2位】

【千刈 2位】

13

SCSK株式会社 チームGB

9:00
SCSK株式会社 チームGB

株式会社ＮＴＴドコモ ドコモゴルフクラブAチーム 株式会社ＮＴＴドコモ ドコモゴルフクラブAチーム

【オーク 2位】

【東千葉 2位】

【オーク 2位】

【東千葉 2位】

14

本田技研工業株式会社 鈴鹿製作所 チームN-BOX

9:10
本田技研工業株式会社 鈴鹿製作所 チームN-BOX

株式会社ホロスプランニング TEAM「将来設計士」 株式会社ホロスプランニング TEAM「将来設計士」

【名松 1位】

【瀬田 1位】

【名松 1位】

【瀬田 1位】

15

株式会社三菱UFJ銀行 MUFG-A

9:20
株式会社三菱UFJ銀行 MUFG-A

広成建設株式会社 TEAM　KOUSEI 広成建設株式会社 TEAM　KOUSEI

【宇都宮 1位】

【泉国際 1位】

【宇都宮 1位】

【泉国際 1位】

16

プルデンシャル生命保険株式会社 Ｔｅａｍ　すべらないゴルフ

9:30
プルデンシャル生命保険株式会社 Ｔｅａｍ　すべらないゴルフ

株式会社 NTTドコモ ドコモゴルフクラブB 株式会社 NTTドコモ ドコモゴルフクラブB

【万壽 1位】

【取手 1位】

【万壽 1位】

【取手 1位】

17

ノキアソリューションズ&ネットワークス合同会社 チームNOKIA

9:40

ノキアソリューションズ&ネットワークス合同会社 チームNOKIA

アイシングループ チームどんぐり アイシングループ チームどんぐり

【オーク 1位】

【小原 1位】

【オーク 1位】

【小原 1位】

18

株式会社 熊本銀行 熊本銀行ゴルフ部A

9:50
株式会社 熊本銀行 熊本銀行ゴルフ部A

日本アイ・ビー・エム株式会社 Deep Blue S 日本アイ・ビー・エム株式会社 Deep Blue S

【くまもと 1位】

【日本 1位】

【くまもと 1位】

【日本 1位】

19

ジャパン・イーエム・ソリューションズ株式会社 JEMS　(ジェムス）

10:00

ジャパン・イーエム・ソリューションズ株式会社 JEMS　(ジェムス）

CRGホールディングス株式会社 CRGホールディングス CRGホールディングス株式会社 CRGホールディングス

【吉川 1位】

【よみうり 1位】

【吉川 1位】

【よみうり 1位】

20

みずほフィナンシャルグループ みずほゴルフ部チームA

10:10

みずほフィナンシャルグループ みずほゴルフ部チームA

田辺三菱製薬株式会社 チームMTPC 田辺三菱製薬株式会社 チームMTPC

【東千葉 1位】

【宇部 1位】

【東千葉 1位】

【宇部 1位】

21

NTTマーケティングアクト関西支店 チーム官兵衛

10:20

NTTマーケティングアクト関西支店 チーム官兵衛

富士通株式会社 Red Warriors 富士通株式会社 Red Warriors

【千刈 1位】

【大利根 1位】

【千刈 1位】

【大利根 1位】

22

静岡ガス株式会社 くらしを考え明日をつくる

10:30

静岡ガス株式会社 くらしを考え明日をつくる

株式会社豊後プロパン チームクリーンビー 株式会社豊後プロパン チームクリーンビー

【葛城 1位】

【麻生飯塚 1位】

【葛城 1位】

【麻生飯塚 1位】

　O U T I　N

【日本 4位】

【東千葉 5位】

【東千葉 7位】

【瀬田 6位】

【オーク 3位】

【瀬田 5位】

【麻生飯塚 3位】

【日本 4位】

【東千葉 5位】

【東千葉 7位】

【瀬田 6位】

【オーク 3位】

【瀬田 5位】

【麻生飯塚 3位】

チームB

MJPM ～チームM～

山下塾

チームセブン

肥後橋サンロッカーズ

チームみささ

【東千葉 4位】

【東千葉 3位】

【日本 5位】

【葛城 2位】

【日本 3位】

【宇部 2位】

【日本 2位】

【小原 2位】

【東千葉 6位】



10

9

8

7

6

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

№

1

2

3

4

5

RELO CLUB 全日本企業対抗ゴルフトーナメント
『じゃらんゴルフCUP春季団体戦2018-2019』

全国決勝大会
組合せ【4月27日（土）浜松シーサイドゴルフクラブ】

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22


