
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

川又　重雄 カワマタ　シゲオ 山口　剛史 ヤマグチ　タケシ

川又　雅子 カワマタ　マサコ 若杉　義幸 ワカスギ　ヨシユキ

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

山田　英樹 ヤマダ　ヒデキ 北村　吉弘 キタムラ　ヨシヒロ

赤石　太郎 アカイシ　タロウ 大美　雅敬 オオミ　マサユキ

進藤　武之 シンドウ　タケユキ 高野　慎一 タカノ　シンイチ

野田　朋敬 ノダ　トモノリ

畑中　勝美 ハタナカ　カツミ 大井手　太 オオイデ　フトシ

青木　賢二 アオキ　ケンジ 小谷口 義章 コタニグチ　ヨシアキ

塩原　康一 シオバラ　コウイチ 佐々木　隆 ササキ　タカシ

田口　欽也 タグチ　キンヤ 小野　達也 オノ　タツヤ

久保田 一弘 クボタ　カズヒロ 木下　光一 キノシタ　コウイチ

川野　美穂 カワノ　ミホ 杉浦　 師 スギウラ　ツカサ

秋葉　政信 アキバ　マサノブ 西岡 伸一郎 ニシオカ　シンイチロウ

名塚　　崇 ナツカ　タカシ 小林　　元 コバヤシ　ゲン

半田　智子 ハンダ　トモコ 御子柴 さつき ミコシバ　サツキ

衣笠　理恵 キヌガサ　リエ 永津　　愛 ナガツ　アイ

舘野　　正 タテノ　タダシ 田村　　悟 タムラ　サトル

上杉　亮太 ウエスギ　リョウタ 小牧　邦寿 コマキ　クニトシ

中村　智生 ナカムラ　トモオ 和田　昌佳 ワダ　マサヨシ

青戸　英二 アオト　エイジ 青木　秀雄 アオキ　ヒデオ

村上　智健 ムラカミ　トモタケ 本橋　健次 モトハシ　ケンジ

山崎　正章 ヤマザキ　マサアキ 戸田　英孝 トダ　ヒデタカ

田際　裕介 タギワ　ヨウスケ 半田　純一 ハンダ　ジュンイチ

釘宮　英治 クギミヤ　エイジ 原　　聡希 ハラ　トシキ

小沼　隆史 オヌマ　タカシ 菱倉　健一 ヒシクラ　ケンイチ

川上　高幸 カワカミ　タカユキ 仲村　徹也 ナカムラ　テツヤ

青木　健太 アオキ　ケンタ 岸　　靖夫 キシ　ヤスオ

玖島　周平 クシマ　シュウヘイ

南後　明宏 ナンゴ　アキヒロ 高橋　宏之 タカハシ　ヒロユキ

溝田　一夫 ミゾタ　カズオ 高桑　　恒 タカクワ　ヒサシ

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

中島　圭一 ナカシマ　ケイイチ 中島　修一 ナカジマ　シュウイチ

眞子　弘一 マナゴ　コウイチ 松波　聖文 マツナミ　タカフミ

中村　誠児 ナカムラ　セイジ 宮澤　直樹 ミヤザワ　ナオキ

大河内 佑哉 オオコウチ　ユウヤ 末廣　浩司 スエヒロ　コウジ

岩本　達哉 イワモト　タツヤ 絹谷　勇馬 キヌタニ　ユウマ

酒井　貴弘 サカイ　タカヒロ 小柳　　剛 コヤナギ　ゴウ

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。

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
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日本無線株式会社 Team JRC 日本無線株式会社 Team JRC
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株式会社朝日広告社 ASAKO

9:04

株式会社朝日広告社
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株式会社日立システムズ HISYS Bチーム 株式会社日立システムズ HISYS Bチーム

8

株式会社NTTデータ・フィナンシャルコア FCGC2

8:56

株式会社NTTデータ・フィナンシャルコア

FCGC１

7

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

7

株式会社NTTデータ・フィナンシャルコア FCGC１
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株式会社NTTデータ・フィナンシャルコア
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株式会社オートテクニックジャパン ATJチームB 株式会社オートテクニックジャパン ATJチームB
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キヤノンITソリューションズ株式会社 ＣＩＴＳゴルフ部

8:40

キヤノンITソリューションズ株式会社
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チームカワマタテクノス

三井物産ゴルフ部A

株式会社リクルートライフスタイル

MSP

関東チーム

ソルクシーズゴルフ部

チームC

RJG-C

富士通レディース

3

RJG-C

富士通レディース

8:00

8:08

8:16

8:24

8:32

株式会社オートテクニックジャパン ATJチームA

三井物産ゴルフ部A

株式会社リクルートライフスタイル

MSP

関東チーム

ソルクシーズゴルフ部

チームC

チームカワマタテクノス株式会社カワマタ・テクノス

三井物産株式会社

株式会社リクルートライフスタイル

Meiji Seika ファルマ株式会社

ダイダン株式会社

株式会社ソルクシーズ

三井住友海上火災保険株式会社

リコージャパン株式会社

富士通株式会社
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伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社 MISTS

武田コンシューマーヘルスケア株式会社 TGC

伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社 MISTS

武田コンシューマーヘルスケア株式会社 TGC
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8:28
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リコージャパン株式会社

富士通株式会社

株式会社オートテクニックジャパン ATJチームA

株式会社カワマタ・テクノス

三井物産株式会社

株式会社リクルートライフスタイル

Meiji Seika ファルマ株式会社

ダイダン株式会社

株式会社ソルクシーズ

三井住友海上火災保険株式会社

ＣＩＴＳゴルフ部
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