
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

松原　一浩 マツバラ　カズヒロ 大村　利彦 オオムラ　トシヒコ

宮崎　康明 ミヤザキ　ヤスアキ 近藤　賢司 コンドウ　ケンジ

松永　正和 マツナガ　マサカズ 富所　　満 トミドコロ　ミツル

竹内　征仁 タケウチ　ユキヒト 木原　洋一 キハラ　ヨウイチ

市川　寛素 イチカワ　ヒロモト 三澤　裕輔 ミサワ　ユウスケ

江口　幸秀 エグチ　ユキヒデ 田嶋　幹大 タジマ　トモヒロ

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

白木　悠貴 シラキ　ヒロタカ 三本木　晃 サンボンギ　ヒカル

山口　貴弘 ヤマグチ　タカヒロ 伊藤　義和 イトウ　ヨシカズ

八城　泰衛 ヤシロ　ヒロモリ 榎本　雄一 エノモト　ユウイチ

佐々木 雅幸 ササキ　マサユキ 塩入　大祐 シオイリ　ダイスケ

川畑　康和 カワバタ　ヤスカズ 亀田 哲二郎 カメダ　テツジロウ

原　　清孝 ハラ　キヨタカ 山田　知秀 ヤマダ　トモヒデ

古原　　徹 コハラ　トオル 櫻井　崇 サクライ　タカシ

竹末　信親 タケスエ　ノブチカ 久保田 洋史 クボタ　ヒロフミ

広瀬　浩稔 ヒロセ　ヒロトシ 大谷 雄一郎 オオタニ　ユウイチロウ

松波　聖文 マツナミ　タカフミ 眞子　弘一 マナゴ　コウイチ

山本 竜太郎 ヤマモト リュウタロウ 小峯　健太 コミネ　ケンタ

伊山　祐介 イヤマ　ユウスケ 伊澤　政宗 イザワ　マサムネ

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

田中　孝明 タナカ　タカアキ 平野　清久 ヒラノ　キヨヒサ

今野　満行 コンノ　ミツユキ 本田　秀貴 ホンダ　ヒデタカ

木下　和也 キノシタ　カズヤ 近藤　裕孝 コンドウ　ユタカ

渡辺　圭介 ワタナベ　ケイスケ 桜井　慶和 サクライ　ヨシカズ

林　　啓介 ハヤシ　ケイスケ 松葉　恭明 マツバ　ヤスアキ

西田　直貴 ニシダ　ナオキ 河合　　崇 カワイ　タカシ

佐藤　正美 サトウ　マサミ 守谷　謙二 モリヤ　ケンジ

中村　　中 ナカムラ　アタル 花田　健文 ハナダ　タケフミ

松葉　久美 マツバ　クミ 御子柴 さつき ミコシバ　サツキ

半田　智子 ハンダ　トモコ 永津　　愛 ナガツ　アイ

森永　英司 モリナガ　エイジ 本田　速人 ホンダ　ハヤト

片山　　明 カタヤマ　アキラ 山内　基充 ヤマウチ　モトミツ

早川　正昭 ハヤカワ　マサアキ 城坂　　勝 ジョウサカ　マサル

仲村　徹也 ナカムラ　テツヤ 長島　祥子 ナガシマ　ショウコ

岡野 政治郎 オカノ　マサジロウ 八幡　健人 ヤハタ　タケヒト

手塚　宏之 テズカ　ヒロユキ 藤田　　戦 フジタ　セン

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

中村　　肇 ナカムラ　ハジメ 猪野　剛弘 イノ　タケヒロ

小林 潤一郎 コバヤシ　ジュンイチロウ 田代　憲史 タシロ　ノリフミ

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

野井　俊聡 ノイ　トシソウ 平岡　博 ヒラオカ　ヒロシ

柏原　秀彦 カシハラ　ヒデヒコ 国島　賢一 クニシマ　ケンイチ

坪田　秀人 ツボタ　ヒデト 藤田　暁斗 フジタ　アキト

上野　龍平 ウエノ　リュウヘイ 鳥羽々 充英 トリハバ　ミツヒデ

堀越　博文 ホリコシ　ヒロフミ 嶋田 真由美 シマダ　マユミ

島田　俊哉 シマダ　トシヤ 立川　大介 タチカワ　ダイスケ

奥村　　通 オクムラ　トオル 渡邉　正典 ワタナベ　マサノリ

高橋　清人 タカハシ　キヨヒト 鈴木　　昇 スズキ　ノボル

山田　隆持 ヤマダ　リュウジ 江藤　洋志 エトウ　ヒロシ

鈴木　瑞枝 スズキ　ミズエ 川口　昌宏 カワグチ　マサヒロ

増本　有作 マスモト　ユウサク 岡田　克敏 オカダ　カツトシ

吉原 淳一郎 ヨシワラ　ジュンイチロウ 佐々木 裕司 ササキ ユウジ

AGH R&Dセンター ゴルフ部
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Team JRC

タフ（ＴＯＵＧＨ）

Baygolf_team

ドコモゴルフクラブDチーム

株式会社日立システムズ ＨＩＳＹＳ Ａチーム

株式会社クボタ team KUBOTA

株式会社日立システムズ ＨＩＳＹＳ Ａチーム

東京ガス株式会社 エネルギーフロンティアＢチーム

9:43

東京ガス株式会社 エネルギーフロンティアＢチーム

タフ（ＴＯＵＧＨ）

三井住友海上火災保険株式会社 チームB 三井住友海上火災保険株式会社 チームB

あいおいニッセイ同和損害保険

3Cスピリッツ

ＨＩＳＹＳ Ｂチーム

大和証券株式会社

みずほフィナンシャルグループ

大和証券投資信託委託株式会社

株式会社プリンスホテル

キングラン株式会社

株式会社日立システムズ

大和証券グループ本社

10

株式会社NTTドコモ

12

13

14

Team いっしょに、明日のこと。

チームジョージア

ドコモゴルフクラブAチーム

　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

株式会社ベイカレントコンサルティング

9:29

9:36

9:50

№

1

2

3

4

5

6

7

8

11

みずほゴルフ部チームB

MJPM ～チームM～

Team R

チームセブンＡ

エーアンドティー

JPB

ＴＥＡＭ　ＤＡＩＷＡ

みずほゴルフ部チームA

大和投資信託ゴルフ部

なんちゃってチーム

富士通レディース

team KUBOTA

Baygolf_team

ドコモゴルフクラブDチーム

エーアンドティー

SMBC日興証券株式会社

株式会社セブンイレブンジャパン

株式会社エーアンドティー企画

株式会社ゆうちょ銀行

三菱地所プロパティマネジメント株式会社

楽天株式会社

東急建設株式会社

JFEシビル株式会社

アサヒグループホールディングス株式会社

日本無線株式会社

大和証券グループ本社

みずほフィナンシャルグループ

富士通株式会社

10

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社

株式会社ＮＴＴドコモ

9:15

9:22

6

7

8

9

9:57

10:04

10:11

大和投資信託ゴルフ部

なんちゃってチーム

富士通レディース

3Cスピリッツ

ＨＩＳＹＳ Ｂチーム

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。
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株式会社NTTドコモ

株式会社ＮＴＴドコモ

SMBC日興証券株式会社 Team いっしょに、明日のこと。

キングラン株式会社

株式会社日立システムズ

あいおいニッセイ同和損害保険

株式会社ベイカレントコンサルティング

大和証券グループ本社

みずほフィナンシャルグループ

大和証券株式会社

みずほフィナンシャルグループ

大和証券投資信託委託株式会社

株式会社クボタ

8;54

9:01

9:08

チームセブンＡ

11

12

13

Team R

株式会社プリンスホテル

富士通株式会社

ＴＣゴルフ同好会

JFE CIVIL MEN

AGH R&Dセンター ゴルフ部

Team JRC

楽天株式会社

東急建設株式会社

JFEシビル株式会社

アサヒグループホールディングス株式会社

日本無線株式会社

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社

大和証券グループ本社

みずほゴルフ部チームB

ＴＥＡＭ　ＤＡＩＷＡ

みずほゴルフ部チームA

チームジョージア

ドコモゴルフクラブAチーム

 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』

千葉
組合せ【1月26日（土）東千葉カントリークラブ　西コース】

　O U T I　N
№

1

2

3

4

5

株式会社セブンイレブンジャパン

株式会社エーアンドティー企画

株式会社ゆうちょ銀行

三菱地所プロパティマネジメント株式会社

JPB

MJPM ～チームM～

ＴＣゴルフ同好会

JFE CIVIL MEN

スタート
時間

8:40

8:47


