
選 手 名 フリガナ 企業名 チーム名

嫩　　靖也 フタバ　セイヤ

渡辺　耕助 ワタナベ　コウスケ

岩下　一樹 イワシタ　イツキ

加藤　幸男 カトウ　ユキオ

桐原　貴博 キリハラ　タカヒロ

吉田 紳智郎 ヨシダ　シンチロウ

園田　泰之 ソノダ　タイジ

松村　弘治 マツムラ　コウジ

土佐　晋也 トサ　シンヤ

西田　健太 ニシダ　ケンタ

近藤　康彦 コンドウ　ヤスヒコ

高場　大介 タカバ　ダイスケ

海悦　将一 カイエツ　ショウイチ

高野　剛一 タカノ　ゴウイチ

谷本　浩一 タニモト　コウイチ

橋本　　直 ハシモト　スナオ

渡邉　健一 ワタナベ　 ケンイチ

森　　義憲 モリ　ヨシノリ

桐原　　健 キリハラ　タケル

繁田　卓也 シゲタ　タクヤ

足立　憲一 アダチ　ケンイチ

渡部　幸夫 ワタナベ　ユキオ

田崎 ゆかり タサキ　ユカリ

山下　綾子 ヤマシタ　アヤコ

黒澤　浩之 クロサワ　ヒロユキ

西井　貴則 ニシイ　タカノリ

寳部　勝彦 タカラベ　 カツヒコ

小佐古 哲哉 コサコ　テツヤ

田中 登志夫 タナカ　トシオ

常冨　皓史 ツネトミ　コウジ

小森　直樹 コモリ　ナオキ

正中　誠治 ショウナカ　セイジ

吉原　一博 ヨシハラ　カズヒロ

酒井　聖二 サカイ　セイジ

有馬　直樹 アリマ　ナオキ

鷹谷　知計 タカヤ　トモカズ

今井　孝光 イマイ　タカミツ

斉藤　秀和 サイトウ　ヒデカズ

水越　武正 ミズコシ　タケマサ

田中　貴浩 タナカ　タカヒロ

河本　　健 カワモト　タケシ

光井　正文 ミツイ　マサフミ

野村　年秋 ノムラ　トシアキ

古市　祥子 フルイチ　ショウコ

光井　正志 ミツイ　マサシ

大田　治雅 オオタ　ハルマサ

加藤　慎也 カトウ　シンヤ

野村　翔悟 ノムラ　ショウゴ

大熊　孝二 オオクマ　コウジ

木下　裕文 キノシタ　ヒロフミ

芝田　泰明 シバタ　ヤスアキ

佐藤　哲宏 サトウ　アキヒロ

草本　　桂 クサモト　カツラ

安冨　章二 ヤストミ　ショウジ

大村　政雄 オオムラ　マサオ

和田　克己 ワダ　カツミ

田代　信行 タシロ　ノブユキ

久保山 英樹 クボヤマ　ヒデキ

楢崎　敦司 ナラザキ　アツシ

小金丸　淳 コガネマル　ジュン

小林　　智 コバヤシ　サトル

幸　　孝 ユキ　タカシ

田中　浩二 タナカ　コウジ

近見　　祥 チカミ　アキラ

門司　大樹 モンジ　ダイキ

西村　恭輔 ニシムラ　キョウスケ

北島　光幸 キタジマ　ミツユキ

柿田　哲男 カキタ　テツオ

山喜多 佑也 ヤマキタ　ユウヤ

佃　　健太 ツクダ　ケンタ

三重野 政広 ミエノ　マサヒロ

早野　雄三 ハヤノ　ユウゾウ

後藤　謙治 ゴトウ　ケンジ

岡村　貴志 オカムラ　タカシ

内田　孝之 ウチダ　タカユキ

石井　　敦 イシイ　アツシ

佐々木　茂 ササキ　シゲル

牧　　淳也 マキ　ジュンヤ

大崎　敏 弘 オオサキ　トシヒロ

小峠　博輝 コトウゲ　ヒロキ

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#!/welfare
cup

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15分以上で警告、2回目の警告もしくは前の組との間隔が
　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。

東京機材工業株式会社 チームTKK B

10

株式会社竹中工務店 TAKENAKA GANSO-A

8:56

11

株式会社エムケーシー ＭＫＣ

9:03
有限会社こびとの村 野村瓦屋

12

株式会社エムケーシー ＭＫＣ

9:10
有限会社こびとの村 野村瓦屋

13

株式会社福岡銀行 Duffers A

9:17

東京機材工業株式会社 チームTKK B

9

株式会社竹中工務店 TAKENAKA GANSO-A

8:49

株式会社 縁 チーム縁A

8

医療法人　愛健会 愛健会A

8:42

株式会社宇和島運輸交通社 Ucean’s

8:21

株式会社 縁 チーム縁A

株式会社 熊本銀行 熊本銀行 ゴルフ部C

7

医療法人　愛健会 愛健会A

8:35

株式会社 熊本銀行 熊本銀行 ゴルフ部C

6

株式会社 縁 チーム縁B

8:28

RELO CLUB 全日本企業対抗ゴルフトーナメント
『リクルートCUP2021春季団体戦』

九州予選
組合せ【3月21日（日）麻生飯塚ゴルフ倶楽部】

№

1

2

3

4

5

株式会社 熊本銀行

株式会社　味咲

株式会社 熊本銀行

株式会社　味咲

株式会社 熊本銀行

株式会社カンサイホールディングス

株式会社 熊本銀行

株式会社カンサイホールディングス

株式会社 縁

スタート
時間

熊本銀行 ゴルフ部A

ＫＨＤブレーカーズ

チーム縁B

7:53

8:00

8:07

8:14

14

株式会社福岡銀行 Duffers A

9:24
株式会社宇和島運輸交通社 Ucean’s

15

株式会社福岡銀行 Duffers B

9:31
三菱電機株式会社 チームパワエレ

チームみささ

16

株式会社福岡銀行 Duffers B

9:38
三菱電機株式会社 チームパワエレ

17

株式会社福岡銀行 Duffers C

9:45
株式会社 大気社 チームTKS

20

株式会社豊後プロパン チームクリ－ンビ－

10:06
飯塚病院 チームみささ

ホワイト

チームミサキ

熊本銀行 ゴルフ部A

チームミサキ

熊本銀行 ゴルフ部B

ＫＨＤブレーカーズ

熊本銀行 ゴルフ部B

18

株式会社福岡銀行 Duffers C

9:52
株式会社 大気社 チームTKS

19

株式会社豊後プロパン チームクリ－ンビ－

9:59
飯塚病院


