
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

渡辺　　均 ワタナベ　ヒトシ 尾羽澤　真 オバザワ　マコト

田渕 健太郎 タブチ　ケンタロウ 笹本　康平 ササモト　コウヘイ

熊谷　　隆 クマガイ　リュウ 北　　徳男 キタ　トクオ

岩村　昌樹 イワムラ　マサキ 坂上　純一 サカガミ　ジュンイチ

釘宮　英治 クギミヤ　エイジ 田際　裕介 タギワ　ユウスケ

青木　健太 アオキ　ケンタ 玖島　周平 クシマ　シュウヘイ

藤岡　英樹 フジオカ　ヒデキ 佐藤　敏紀 サトウ　トシノリ

村田　道春 ムラタ　ミチハル 生田　武司 イクタ　タケシ

島村　卓樹 シマムラ　タカキ 秋葉　政信 アキバ　マサノブ

鶴見　義明 ツルミ　ヨシアキ 高松　太郎 タカマツ　タロウ

津田　英信 ツダ　ヒデノブ 日置　拓磨 ヒオキ　タクマ

射場　　豊 イバ　ユタカ 増子　雄哉 マシコ　ユウヤ

須山　祐介 スヤマ　ユウスケ 松本　　晃 マツモト　アキラ

大城  遼太郎 オオシロ　リョウタロウ 岸間　　匠 キシマ　タクミ

河合　　崇 カワイ　タカシ 西田　直貴 ニシダ　ナオキ

松葉　恭明 マツバ　ヤスアキ 林　　啓介 ハヤシ　ケイスケ

原　　清孝 ハラ　キヨタカ 亀田 哲二郎 カメダ　テツジロウ

川畑　康和 カワバタ　ヤスカズ 山田　知秀 ヤマダ　トモヒデ

矢吹　重雄 ヤブキ　シゲオ 島上　純一 シマガミ　ジュンイチ

池ノ谷 徹也 イケノヤ　テツヤ 川崎　裕志 カワサキ　ヒロシ

大西　　豊 オオニシ　ユタカ 杉本　　裕 スギモト　ヒロシ

安竹　聡司 ヤスタケ　サトシ 小林　元気 コバヤシ　ゲンキ

佐藤　千尋 サトウ　チヒロ 佐藤　哲生 サトウ　テツオ

中村　哲也 ナカムラ　テツヤ 岩橋　和輝 イワハシ　カズキ

松田　和彦 マツダ　カズヒコ 髙﨑　朋樹 タカザキ　トモキ

下山　一平 シモヤマ　イッペイ 井上 裕太郎 イノウエ　ユウタロウ

山内　惠司 ヤマウチ　ケイジ 中川　直紀 ナカガワ　ナオキ

本多　達也 ホンダ　タツヤ 爲政　淳也 タメマサ　ジュンヤ

鈴木　優輔 スズキ　ユウスケ 菊地　将司 キクチ　マサシ

山中　大輔 ヤマナカ　ダイスケ 山中　祐輔 ヤマナカ　ユウスケ

伊藤　健也 イトウ　ケンヤ 三浦　智広 ミウラ　トモヒロ

武部　篤始 タケベ　アツシ 橋本　康一 ハシモト　コウイチ

頭巾　　学 トウキン　マナブ 小田 英次郎 オダ　エイジロウ

大石　　進 オオイシ　ススム 森田　智博 モリタ　トモヒロ

小山　隆利 コヤマ　タカトシ 有馬　直樹 アリマ　ナオキ

赤井　弘幸 アカイ　ヒロユキ 田中　貴浩 タナカ　タカヒロ

福田　貴史 フクダ　タカシ 鶴川　賢一 ツルカワ　ケンイチ

関谷　　圭 セキヤ　ケイ 隈井　康博 クマイ　ヤスヒロ

山口　成彦 ヤマグチ　ナリヒコ 陶山　　覚 スヤマ　サトル

花岡　浩志 ハナオカ　ヒロシ 小林　和義 コバヤシ　カズヨシ

長谷川 直樹 ハセガワ　ナオキ 福原 弘一朗 フクハラ　コウイチロウ

三縞　和弘 ミシマ　カズヒロ 倉盛　靖浩 クラモリ　ヤスヒロ

政本　高宏 マサモト　タカヒロ 飯塚　威文 イイヅカ　タケフミ

清水　　浩 シミズ　ヒロシ 桐山　忠介 キリヤマ　ダダスケ

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。

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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東洋インキSCホールディングス株式会社 東洋インキ川越ゴルフチーム

8:17

東洋インキSCホールディングス株式会社 東洋インキ川越ゴルフチーム

11

株式会社朝日広告社 ASAKO 株式会社朝日広告社 ASAKO

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』

関東E
組合せ【3月7日（日）千葉よみうりカントリークラブ】

№

1

2

3

4

5

サトーホールディングス株式会社

株式会社三友ロジスティクス

株式会社NTTデータ・フィナンシャルコア

株式会社コスモスイニシア

リコージャパン株式会社

株式会社コスモスイニシア

株式会社野村総合研究所

大和アセットマネジメント株式会社

JFEシビル株式会社

スタート
時間

大和アセットマネジメント株式会社

JFEシビル株式会社

株式会社インターネットイニシアティブ チーム2497

チームサトー

　O U T I　N

DAMゴルフ部

JFE 蔵前芝球軍団

7:00

7:07

7:14

7:21

7:28

株式会社インターネットイニシアティブ チーム2497

三友グループゴルフ同好会

FCGC2

ゴルフ部A

RJG-B

ゴルフ部B

チームNAG-F

№

1

2

3

4

5

チームサトー

三友グループゴルフ同好会

FCGC2

ゴルフ部A

RJG-B

ゴルフ部B

チームNAG-F

DAMゴルフ部

JFE 蔵前芝球軍団

サトーホールディングス株式会社

株式会社三友ロジスティクス

株式会社NTTデータ・フィナンシャルコア

株式会社コスモスイニシア

リコージャパン株式会社

株式会社コスモスイニシア

株式会社野村総合研究所

チーム浅井B

6

株式会社東栄住宅 Ａチーム 株式会社東栄住宅 Ａチーム

6

株式会社浅井 チーム浅井B

7:35

株式会社浅井

TAXAN FYT

7

株式会社東栄住宅 Ｂチーム 株式会社東栄住宅 Ｂチーム

7

加賀電子株式会社 TAXAN FYT

7:42

加賀電子株式会社

チーピンは出世しない

8

Pfizer Inc. Team P Pfizer Inc. Team P

8

コスモヘルス株式会社 チーピンは出世しない

7:56

コスモヘルス株式会社

MORESCO関東ゴルフ部 チームA

9

東京機材工業株式会社 チームTKK A 東京機材工業株式会社 チームTKK A

9

株式会社MORESCO MORESCO関東ゴルフ部 チームA

8:03

株式会社MORESCO

MORESCO関東ゴルフ部 チームB

10

野村オートリース株式会社 東京Aチーム 野村オートリース株式会社 東京Aチーム

10

株式会社MORESCO MORESCO関東ゴルフ部 チームB

8:10

株式会社MORESCO


