
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

松永　宣義 マツナガ　ノブヨシ 水田　佳宏 ミズタ　ヨシヒロ

南畑　太亮 ミナミハタ　タイスケ 豊谷　和也 トヨタニ　カズヤ

今井　　豊 イマイ　ユタカ 奥田　忠彦 オクダ　タダヒコ

岩渕　龍紀 イワブチ　タツノリ 小泉　裕紀 コイズミ　ヒロキ

菅原　隆文 スガハラ　タカフミ 籠田　俊彦 カゴタ　トシヒコ

今中　輝明 イマナカ　テルアキ 小林　正人 コバヤシ　マサト

北本　　社 キタモト　タカシ 砂原　隆一 スナハラ　リュウイチ

山本　　修 ヤマモト　オサム 島田　俊哉 シマダ　トシヤ

蓮田　信和 ハスダ　ノブカズ 笠上　晋吾 カサガミ　シンゴ

紙谷　昌平 カミヤ　ショウヘイ 向　　哲哉 ムカイ　テツヤ

藤野　　茂 フジノ　シゲル 重松　啓介 シゲマツ　ケイスケ

三浦　年也 ミウラ　トシヤ 武内　信也 タケウチ　シンヤ

武田　一郎 タケダ　イチロウ 太田　哲也 オオタ　テツヤ

小田垣　貢 オダガキ　ミツグ 有本　哲夫 アリモト　テツオ

田嶋 康次郎 タジマ　ヤスジロウ 小西　剛生 コニシ　タケオ

福田　　衆 フクダ　シュウ 中谷　信大 ナカタニ　ノブヒロ

宮前　潤輔 ミヤマエ　ジュンスケ 冨田　健志 トミタ　タケシ

有本　一郎 アリモト　イチロウ 藤井 彰太郎 フジイ　アキタロウ

大西　浩夫 オオニシ　ヒロオ 坂本　常守 サカモト　ツネモリ

新山　文夫 ニイヤマ　ノリオ 黒岡　浩子 クロオカ　ヒロコ

濱口　　仁 ハマグチ　ヒトシ 菊　　義之 キク　ヨシユキ

治田　吉史 ハルタ　ヨシフミ 平松　　慎 ヒラマツ　シン

大門　篤史 ダイモン　アツシ 佐野　達志 サノ　タツシ

辻中　聖也 ツジナカ　セイヤ 田中　　克 タナカ　スグル

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

堀内　晋平 ホリウチ　シンペイ 赤嶺　尚登 アカミネ　ナオト

三浦　洋和 ミウラ　ヒロカズ 山本　芳和 ヤマモト　ヨシカズ

岸　　光浩 キシ　ミツヒロ 西岡　隆二 ニシオカ　リュウジ

中村　友一 ナカムラ　トモカズ 大西　清禎 オオニシ　キヨタダ

染谷　　啓 ソメヤ　ケイ 木村　武司 キムラ　タケシ

黒木　泰典 クロキ　ヤスノリ 真鍋　賢一 マナベ　ケンイチ

加藤　昌司 カトウ　ショウジ 野島　拓翔 ノジマ　タクト

窪田　貴広 クボタ　タカヒロ 酒井　順二 サカイ　ジユンジ

三浦　泰夫 ミウラ　ヤスオ 元森　　渉 モトモリ　ワタル

山田　武史 ヤマダ　タケシ 小笠原 哲也 オガサワラ　テツヤ

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。
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株式会社アサヒオプティカル

島津ゴルフ部B
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プルデンシャル生命保険株式会社 チームすべらないゴルフ プルデンシャル生命保険株式会社 チームすべらないゴルフ
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株式会社　島津製作所

島津ゴルフ部A
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株式会社　堀内機械 ホリダー 株式会社　堀内機械 ホリダー
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株式会社　島津製作所
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大阪医科大学 OMC-GOLF 大阪医科大学 OMC-GOLF
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株式会社オブロン

№

1

2

3

4

5

TEAM DEER

dcmチーム「ギガライト」

ビッグウェーブ

dcmチーム「ギガホ」

大阪トヨタ ゴルフ部

team marufuji

OGJホワイト

エビシー

OGJレッド

株式会社ドコモＣＳ関西グループ

近畿労働金庫

株式会社ドコモＣＳ関西グループ

大阪トヨタ自動車株式会社

丸藤建設株式会社

大阪ガス住宅設備株式会社

ワイレア

　O U T I　N

エビシー

OGJレッド

8:00

8:07

8:14

8:21

8:28
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dcmチーム「ギガライト」

ビッグウェーブ

dcmチーム「ギガホ」

大阪トヨタ ゴルフ部

team marufuji

OGJホワイト

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』

関西D
組合せ【3月14日（土）瀬田ゴルフコース東コース】

№

1

2

3

4

5

一般社団法人ディアーパークゴルフクラブ

株式会社ドコモＣＳ関西グループ

近畿労働金庫

株式会社ドコモＣＳ関西グループ

大阪トヨタ自動車株式会社

丸藤建設株式会社

大阪ガス住宅設備株式会社

朝日放送テレビ株式会社

大阪ガス住宅設備株式会社

スタート
時間

朝日放送テレビ株式会社

大阪ガス住宅設備株式会社
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TEAM DEER 一般社団法人ディアーパークゴルフクラブ


