
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

近江　　光 オウミ　ヒカル 田村　　悟 タムラ　サトル

舘野　　正 タテノ　タダシ 山崎　正章 ヤマザキ　マサアキ

原　　清孝 ハラ　キヨタカ 山田　知秀 ヤマダ　トモヒデ

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

後藤　謙治 ゴトウ　ケンジ 佐々木　茂 ササキ　シゲル

岡村　貴志 オカムラ　タカシ ― ―

丸山　恵吾 マルヤマ　ケイゴ 相澤　直哉 アイザワ　ナオヤ

石井　宏貴 イシイ　ヒロキ 八十科　隼 ヤソシナ　ハヤト

金田　茂雄 カネダ　シゲオ 大津　育朗 オオツ　イクロウ

八條　隆浩 ハチジョウ　タカヒロ 杉崎　光昭 スギザキ　ミツアキ

芝田　泰明 シバタ　ヤスアキ 大村　政雄 オオムラ　マサオ

佐藤　哲宏 サトウ　アキヒロ ― ―

丸谷　勝己 マルタニ　カツミ 松本　隆之 マツモト　タカユキ

小松　栄一 コマツ　エイイチ 松木　卓茂 マツキ　タクモ

伊藤　広隆 イトウ　ヒロタカ 酒井　　淳 サカイ　アツシ

引地 信一朗 ヒキチ　シンイチロウ 巽　　一則 タツミ　カズノリ

竹下　 秀夫 タケシタ　ヒデオ 船津　康史 フナツ　ヤスシ

宮本　丈司 ミヤモト　タケシ 谷田　勝己 タニダ　カツミ

酒井　順二 サカイ　ジュンジ 加藤　昌司 カトウ　ショウジ

窪田　貴広 クボタ　タカヒロ 野島　拓翔 ノジマ　タクト

桂川　博行 カツラガワ　ヒロユキ 丸山　純志 マルヤマ　アツシ

久米　洋平 クメ　ヨウヘイ 国実　秀典 クニミ　ヒデフミ

倉盛　靖浩 クラモリ　ヤスヒロ 福原 弘一朗 フクハラ　コウイチロウ

長谷川 直樹 ハセガワ　ナオキ 三縞　和広 ミシマ　カズヒロ

小林　浩司 コバヤシ　コウジ 粉川　元気 コカワ　ゲンキ

二之夕 裕美 ニノユ　ヒロヨシ 岡本　兼汰 オカモト　ケンタ

野村　年秋 ノムラ　トシアキ 加藤　慎也 カトウ　シンヤ

古市　祥子 フルイチ　ショウコ 松ヶ野　唱 マツガノ　ショウ

加藤　隆司 カトウ　タカシ 堤　　信明 ツツミ　ノブアキ

佐野　浩康 サノ　ヒロヤス 山本　訓敬 ヤマモト　クニヒロ

山内　惠司 ヤマウチ　ケイジ 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

高木　　勲 タカギ　イサオ 高木　大器 タカギ　タイキ

高木　泰成 タカギ　ヤスナリ 高木　大蔵 タカギ　ダイゾウ

大場　政光 オオバ　マサミツ 小沢　孝貴 オザワ　コウキ

佐藤　幸喜 サトウ　コウキ 田中　克広 タナカ　カツヒロ

伊與久 優二 イヨク　ユウジ 渡邊　裕樹 ワタナベ　ユウキ

鶴岡　武人 ツルオカ　タケト 村上　真一 ムラカミ　シンイチ

富田　浩明 トミタ　ヒロアキ 南島　　新 ミナミシマ　シン

小野　敦史 オノ　アツシ 本多　勇輝 ホンダ　ユウキ

安藤　英基 アンドウ　ヒデキ 相場　隆彰 アイバ　タカアキ

金子　純也 カネコ　ジュンヤ 富田　圭吾 トミタ　ケイゴ

木下　吉隆 キノシタ　ヨシタカ 流川　博文 ナガレカワ　ヒロフミ

永廣　啓士 エヒロ　ケイジ 島本　絹子 シマモト　キヌコ

嶋田　浩司 シマダ　ヒロシ 内田　雅治 ウチダ　マサハル

農端　　貴 ノバタ　タカシ 大窪　忠明 オオクボ　タダアキ

太田　知倫 オオタ　トモミチ 重田　浩司 シゲタ　コウジ

佐久間　玲 サクマ　アキラ 中山　文男 ナカヤマ　フミオ

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 福田　慎吾 フクダ　シンゴ

布施　正和 フセ　マサカズ 里　　和生 サト　カズキ

小林　俊博 コバヤシ　トシヒロ 弓桁　順一 ユミゲタ　ジュンイチ

野村　高幸 ノムラ　タカユキ 園田　　敦 ソノダ　アツシ

浦田　真吾 ウラタ　シンゴ 福田　充宏 フクダ　ミツヒロ

久保　　努 クボ　ツトム 浅野　勝己 アサノ　カツミ

和田　貴之 ワダ　タカユキ 上田　愛理 ウエダ　アイリ

久保　並城 クボ　ナミキ 宇佐美　清 ウサミ　キヨシ

長堀　大道 ナガホリ　マサミチ 清水　勝利 シミズ　カツトシ

山岸　一弥 ヤマギシ　カズヤ 久米　康宏 クメ　ヤスヒロ

宮本　拓人 ミヤモト　タクト 小澤　烈史 オザワ　ツヨシ

坂東　法隆 バンドウ　ノリタカ 梅本　　琢 ウメモト　タク

加藤　　浩 カトウ　ヒロシ 木下　和也 キノシタ　カズヤ

岩間　佑介 イワマ　ユウスケ 大西　　豊 オオニシ　ユタカ

安竹　聡司 ヤスタケ　サトシ ― ―

柴田　泰三 シバタ　タイゾウ 工藤　昌德 クドウ　マサノリ

岸田　佑典 キシダ　ユウスケ 髙安　裕太 タカヤス　ユウタ

尾関　英明 オゼキ　ヒデアキ 柏井　紳吾 カシワイ　シンゴ

中居　貴司 ナカイ　タカシ 丹羽　秀和 ニワ　ヒデカズ

並河　　悟 ナミカワ　サトル 松本　吉貴 マツモト　ヨシタカ

桜井　慶和 サクライ　ヨシカズ 近藤　裕孝 コンドウ　ユタカ

竹田　純二 タケダ　ジュンジ 鈴木　啓行 スズキ　ヒロユキ

清水　貴裕 シミズ　タカヒロ 藤本　一浩 フジモト　カズヒロ

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

津下　和久 ツゲ　カズヒサ 鹿島　裕樹 カシマ　ヒロキ

杉本　　裕 スギモト　ユタカ 恩田　拓哉 オンダ　タクヤ

17

19

加賀電子株式会社 TAXAN A

9:42

加賀電子株式会社 TAXAN A

18

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

9:33

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

三菱商事株式会社 MC GOLF TEAM A

9:24

三菱商事株式会社 MC GOLF TEAM A

株式会社 オートテクニックジャパン

JFEシビル株式会社

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。

【関東F 2位】

【関東C 2位】

【関西C 4位】

【関西A 2位】

【関東E 5位】

【関西C 2位】

【九州 4位】

19

株式会社浅井 チーム浅井A 株式会社浅井 チーム浅井A

2020春季団体戦 優勝

【関東A 1位】

2020春季団体戦 優勝

【関東A 1位】

18

中電配電サポート株式会社 たけちゃん２０２１ 中電配電サポート株式会社 たけちゃん２０２１

2020春季団体戦 準優勝

【中部 1位】

2020春季団体戦 準優勝

【中部 1位】

17

キムラユニティー株式会社 カーマネージメント事業部 キムラユニティー株式会社 カーマネージメント事業部

2020春季団体戦 4位

【関西A 1位】

2020春季団体戦 4位

【関西A 1位】

16

みずほフィナンシャルグループ みずほ銀行Bチーム

9:15

みずほフィナンシャルグループ みずほ銀行Bチーム

16

株式会社浅井 チーム浅井B 株式会社浅井 チーム浅井B

【関東F 1位】

【関東E 2位】

【関東F 1位】

【関東E 2位】

15

株式会社 野村総合研究所 NAG-D

9:06

株式会社 野村総合研究所 NAG-D

15

山岸運送株式会社 山岸ロジスターズゴルフ部 山岸運送株式会社 山岸ロジスターズゴルフ部

【関東C 1位】

【中部 4位】

【関東C 1位】

【中部 4位】

14

株式会社SCREENホールディングス 株式会社SCREENホールディングス A

8:57

株式会社SCREENホールディングス 株式会社SCREENホールディングス A

14

株式会社ラキール チームLaKeel 株式会社ラキール チームLaKeel

【関西C 1位】

【関東D 2位】

【関西C 1位】

【関東D 2位】

13

株式会社野村総合研究所 チームNAG-F

8:48

株式会社野村総合研究所 チームNAG-F

13

鈴与グループ 鈴与グループ体育文化会ゴルフ部Ａ 鈴与グループ 鈴与グループ体育文化会ゴルフ部Ａ

【関東E 1位】

【中部 5位】

【関東E 1位】

【中部 5位】

12

大和リース株式会社 大和リース

8:39

大和リース株式会社 大和リース

12

株式会社湘南カントリークラブ 湘南CC 株式会社湘南カントリークラブ 湘南CC

【関西D 1位】

【関東C 3位】

【関西D 1位】

【関東C 3位】

11

株式会社エープル Team ANA

8:30

株式会社エープル Team ANA

11

株式会社 吉永建設 team Yoshinaga 株式会社 吉永建設 team Yoshinaga

【関東D 1位】

【関西B 3位】

【関東D 1位】

【関西B 3位】

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』

全国決勝大会
組合せ【4月24日（土）浜松シーサイドゴルフクラブ】

№

1

2

3

4

5

株式会社 オートテクニックジャパン

JFEシビル株式会社

株式会社豊後プロパン

株式会社キーエンス

リコージャパン株式会社

株式会社宇和島運輸交通社

ダイハツ工業株式会社

三井住友ファイナンス＆リース株式会社

Japan Battery Fund株式会社

スタート
時間

三井住友ファイナンス＆リース株式会社

Japan Battery Fund株式会社

株式会社アサヒオプティカル SUPER HI INDEX

ATJ

　O U T I　N

7:00

7:09

7:18

7:27

7:36

【関東F 2位】

【関東C 2位】

【関西C 4位】株式会社アサヒオプティカル SUPER HI INDEX

【関東A 2位】

【関東E 4位】

【九州 2位】

【関西A 3位】

【関東B 2位】

【九州 3位】

【関西B 2位】

JFE 蔵前芝球軍団

チームクリ－ンビ－

KGT

リコージャパン　Ｃチーム

Ucean’s

DNGS Aチーム

№

1

2

3

4

5

ATJ

JFE 蔵前芝球軍団

チームクリ－ンビ－

KGT

リコージャパン　Ｃチーム

Ucean’s

DNGS Aチーム

SMFL研修会Bチーム

チームB4

【関東A 2位】

【関東E 4位】

【九州 2位】

【関西A 3位】

【関東B 2位】

【九州 3位】

【関西B 2位】

株式会社豊後プロパン

株式会社キーエンス

リコージャパン株式会社

株式会社宇和島運輸交通社

ダイハツ工業株式会社

TICO　Aチーム

6

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 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

SMFL研修会Bチーム

チームB4

6

株式会社 豊田自動織機 TICO　Aチーム

7:45

株式会社 豊田自動織機【関西A 2位】

【関東E 5位】

東海理化D

7

有限会社こびとの村 野村瓦屋 有限会社こびとの村 野村瓦屋

7

株式会社 東海理化 東海理化D

7:54

株式会社 東海理化【関西C 2位】

【九州 4位】

東海理化Ｂ

8

株式会社東栄住宅 Ａチーム 株式会社東栄住宅 Ａチーム

8

株式会社 東海理化 東海理化Ｂ

8:03

株式会社 東海理化【中部 2位】

【関東E 3位】

【中部 2位】

【関東E 3位】

慶州金

9

株式会社 東海理化 東海理化Ａ 株式会社 東海理化 東海理化Ａ

9

株式会社ＦＤＳホールディングス 慶州金

8:12

株式会社ＦＤＳホールディングス【北日本 1位】

【中部 3位】

【北日本 1位】

【中部 3位】

日本通運

10

株式会社SCREENホールディングス 株式会社SCREENホールディングス B 株式会社SCREENホールディングス 株式会社SCREENホールディングス B

10

日本通運株式会社 日本通運

8:21

日本通運株式会社【関東B 1位】

【関西C 3位】

【関東B 1位】

【関西C 3位】


