
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

西野　英三 ニシノ　エイゾウ 室田　尚紀 ムロタ　ヒサノリ

加茂下 哲夫 カモシタ　テツオ 芳川　　繁 ヨシカワ　シゲル

小沼　隆史 オヌマ　タカシ 亀元　秀幸 カメモト　ヒデユキ

川上　高幸 カワカミ　タカユキ 高橋　宏之 タカハシ　ヒロユキ

清水　　浩 シミズ　ヒロシ 飯塚　威文 イイヅカ　タケフミ

政本　高宏 マサモト　タカヒロ 桐山　忠介 キリヤマ　タダスケ

金田　　悟 カネダ　サトル 堀内　晋平 ホリウチ　シンペイ

山本　芳和 ヤマモト　ヨシカズ 三浦　洋和 ミウラ　ヒロカズ

宮澤　直樹 ミヤザワ　ナオキ 中村　誠児 ナカムラ　セイジ

末廣　浩司 スエヒロ　コウジ 大河内 佑哉 オオコウチ　ユウヤ

木下　和也 キノシタ　カズヤ 夏井　　崇 ナツイ　タカシ

坂東　法隆 バンドウ　ノリタカ 梅本　　琢 ウメモト　タク

蓮田　信和 ハスダ　ノブカズ 笠上　晋吾 カサガミ　シンゴ

向　　哲哉 ムカイ　テツヤ 池内　伸治 イケウチ　シンジ

長堀　大道 ナガホリ　マサミチ 久保　並城 クボ　ナミキ

福田　慎吾 フクダ　シンゴ 嶌田　兼光 シマダ　カネミツ

丸山　恵吾 マルヤマ　ケイゴ 岩沢　裕一 イワサワ　ユウイチ

藤田　洋一 フジタ　ヨウイチ 相澤　直哉 アイザワ　ナオヤ

丸谷　勝己 マルタニ　カツミ 小松　栄一 コマツ　エイイチ

松本　隆之 マツモト　タカユキ 瀬滝　　雅 セタキ　マサシ

濱口　　仁 ハマグチ　ヒトシ 治田　吉史 ハルタ　ヨシフミ

平松　　慎 ヒラマツ　シン 菊　　義之 キク　ヨシユキ

山下　吉彦 ヤマシタ　ヨシヒコ 今野 雄一郎 コンノ　ユウイチロウ

稲本　　哲 イナモト　サトシ 進藤　武之 シンドウ　タケユキ

畠中　祐輔 ハタナカ　ユウスケ 笠原　英男 カサハラ　ヒデオ

稲田　裕介 イナダ　ユウスケ 岡村　郁弥 オカムラ　イクヤ

大塚　邦彦 オオツカ　クニヒコ 河﨑 賢一郎 カワサキ　ケンイチロウ

太田　僚平 オオタ　リョウヘイ 青柳　　剛 アオヤギ　ゴウ

富田　圭吾 トミタ　ケイゴ 金子　純也 カネコ　ジュンヤ

相場　隆彰 アイバ　タカアキ 安藤　英基 アンドウ　ヒデキ

並河　　悟 ナミカワ　サトル 畔柳　　肇 クロヤナギ　ハジメ

松本　吉貴 マツモト　ヨシタカ 近藤　裕孝 コンドウ　ユタカ

伊藤　憲治 イトウ　ケンジ 指輪　吉孝 サシワ　ヨシタカ

松岡　賀之 マツオカ　ノリユキ 上野　英雄 ウエノ　ヒデオ

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

稲田　一彦 イナダ　カズヒコ 喜田 敬太郎 キダ　ケイタロウ

会津　康弘 アイヅ　ヤスヒロ 丸山　龍一 マルヤマ　リュウイチ

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

和田　考行 ワダ　タカユキ 青木　　啓 アオキ　ヒラク

熊谷　貴慶 クマガイ　タカヨシ 吉野　徹彦 ヨシノ　テツヒコ

杉本　大蔵 スギモト　ダイゾウ 実藤　知夫 サネトウ　トモオ

小笠原 鵬人 オガサワラ　トモヒト 寺下　夏樹 テラシタ　ナツキ

河部　　博 カワベ　ヒロシ 平尾　康裕 ヒラオ　ヤスヒロ

山本 林太郎 ヤマモト　リンタロウ 岡本　　清 オカモト　キヨシ

木全　　優 キマタ　ユウ 大津　育朗 オオツ　イクロウ

岸田　佑典 キシダ　ユウスケ 杉崎　光昭 スギザキ　ミツアキ

金田　茂雄 カネダ　シゲオ

八條　隆浩 ハチジョウ　タカヒロ

工藤　昌德 クドウ　マサノリ

野中　聖仁 ノナカ　マサヒト

【2018-2019全国 4位】

【関東Ａ地区予選 3位】

【2018-2019全国 3位】

【関西D地区予選 2位】

【関東E地区予選 3位】

【関東D地区予選 2位】

【関東Ａ地区予選 2位】

【関東C地区予選 2位】

【2018-2019全国 2位】

ＯＵＴ ＩＮ

【関東Ａ地区予選 4位】

【関東E地区予選 4位】

【関東E地区予選 4位】

【関西D地区予選 5位】

【関東E地区予選 5位】

【2018-2019全国 5位】

【関西D地区予選 3位】

【関東Ａ地区予選 4位】

【関東E地区予選 4位】

【関東E地区予選 4位】

【関西D地区予選 5位】

【関東E地区予選 5位】

【2018-2019全国 5位】

【関西D地区予選 3位】

HISYS Aチーム

ASAKO

ホリダー

MISTS

みずほゴルフ部チームB

大阪トヨタ ゴルフ部

13

リコージャパン株式会社 ＲＪＧ－Ａ

8:48 13

三菱商事株式会社 MC Golf Team A

【関東Ｂ地区予選 1位】

【関東Ａ地区予選 1位】

12

株式会社　島津製作所 島津ゴルフ部A

8:39

株式会社　島津製作所 島津ゴルフ部A

12

三菱商事株式会社 MC Golf Team A リコージャパン株式会社 ＲＪＧ－Ａ

【関西D地区予選 1位】

【関東Ａ地区予選 1位】

【関西D地区予選 1位】

【関東Ｂ地区予選 1位】

11

全日本空輸株式会社 AGC

8:30

全日本空輸株式会社 AGC

11

三菱自動車工業株式会社 三菱自動車　岡崎ゴルフ部 三菱自動車工業株式会社 三菱自動車　岡崎ゴルフ部

【関東D地区予選 1位】

【中部A地区予選 1位】

【関東D地区予選 1位】

【中部A地区予選 1位】

ダイハツ工業株式会社 チームDNGS

RELO CLUB 全日本企業対抗ゴルフトーナメント
『リクルートCUP2020　春季団体戦』

全国決勝
組合せ【8月8日（土）浜松シーサイドゴルフクラブ】

№

1

2

3

4

5

ノキアソリューションズ＆ネットワークス合同会社

株式会社日立システムズ

株式会社朝日広告社

株式会社　堀内機械

伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社

みずほフィナンシャルグループ

大阪トヨタ自動車株式会社

株式会社 野村総合研究所

株式会社キーエンス

スタート
時間

株式会社 野村総合研究所

株式会社キーエンス

ダイハツ工業株式会社 チームDNGS

チームNOKIA

NAG-D

KGT

7:00

7:09

7:18

7:27

7:36

【2018-2019全国 4位】

【関東Ａ地区予選 3位】

【2018-2019全国 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。

　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。
※組合せ表の左側は選手名、右側は企業名・チーム名です。

№

1

2

3

4

5

チームNOKIA

HISYS Aチーム

ASAKO

ホリダー

MISTS

みずほゴルフ部チームB

大阪トヨタ ゴルフ部

NAG-D

KGT

ノキアソリューションズ＆ネットワークス合同会社

株式会社日立システムズ

株式会社朝日広告社

株式会社　堀内機械

伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社

みずほフィナンシャルグループ

大阪トヨタ自動車株式会社

ワイレア

6

Meiji Seika ファルマ株式会社 MSP Meiji Seika ファルマ株式会社 MSP

6

株式会社オブロン ワイレア

7:45

株式会社オブロン【関西D地区予選 2位】

【関東E地区予選 3位】

SSC GOLF

7

加賀電子株式会社 TAXAN A 加賀電子株式会社 TAXAN A

7

東京セキスイハイム株式会社 SSC GOLF

7:54

東京セキスイハイム株式会社【関東D地区予選 2位】

【関東Ａ地区予選 2位】

TeamANK

8

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 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

8

株式会社エープル TeamANK

8:03

株式会社エープル【関東C地区予選 2位】

【2018-2019全国 2位】

プレイング4

9

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

9

野村建設工業株式会社 プレイング4

8:12

野村建設工業株式会社【中部B地区予選 1位】

【関東Ｂ地区予選 3位】

【中部B地区予選 1位】

【関東Ｂ地区予選 3位】

三井物産ゴルフ部A

10

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） 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

三井物産株式会社 三井物産ゴルフ部A

8:21

三井物産株式会社【関東E地区予選 1位】

【関西Ａ地区予選 1位】

【関東E地区予選 1位】

【関西Ａ地区予選 1位】


