
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

窪田　貴広 クボタ　タカヒロ 野島　拓翔 ノジマ　タクト

加藤　昌司 カトウ　ショウジ 酒井　順二 サカイ　ジュンジ

菅原　隆文 スガハラ　タカフミ 小林　正人 コバヤシ　マサト

今中　輝明 イマナカ　テルアキ 籠田　俊彦 カゴタ　トシヒコ

渡邉　和隆 ワタナベ　カズタカ 浦野　陽介 ウラノ　ヨウスケ

熊谷　久志 クマガイ　ヒサシ 上畑　忠之 ウエハタ　タダユキ

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

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

吉瀧　亮太 ヨシタキ　リョウタ 岸　　光浩 キシ　ミツヒロ

田中　邦治 タナカ　クニハル 市野塚 義行 イチノヅカ　ヨシユキ

岡田　圭司 オカダ　ケイジ 村松　宏一 ムラマツ　コウイチ

西口　美幸 ニシグチ　ミユキ 瀬滝　　雅 セタキ　マサシ

伊藤　祥平 イトウ　ショウヘイ 野見山 典久 ノミヤマ　ノリヒサ

長野　克哉 チョウノ　カツヤ 正野　賢次 ショウノ　ケンジ

吉岡　秀雄 ヨシオカ　ヒデオ 吉岡　孝広 ヨシオカ　タカヒロ

山本　友造 ヤマモト　ユウゾウ 市川　久登 イチカワ　ヒサト

伊藤　憲治 イトウ　ケンジ 指輪　吉孝 サシワ　ヨシタカ

松岡　賀之 マツオカ　ノリユキ 上野　英雄 ウエノ　ヒデオ

宮本　　翔 ミヤモト　ショウ 加賀爪 洋樹 カガツメ　ヒロキ

奥谷 慎太郎 オクタニ　シンタロウ 冨田　大介 トミタ　ダイスケ

富田　浩明 トミタ　ヒロアキ 園田　　敦 ソノダ　アツシ

本多　勇輝 ホンダ　ユウキ 木下　　篤 キノシタ　アツシ

農端　　貴 ノバタ　タカシ 内田　雅治 ウチダ　マサハル

田中　徳明 タナカ　トクアキ 森本　浩史 モリモト　ヒロシ

野村　高幸 ノムラ　タカユキ 浦田　真吾 ウラタ　シンゴ

川口　靖弘 カワグチ　ヤスヒロ 福田　充宏 フクダ　ミツヒロ

嶋田　浩司 シマダ　ヒロシ 小林　義徳 コバヤシ　ヨシナリ

堀越　良一 ホリコシ　リョウイチ 大窪　忠明 オオクボ　タダアキ

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

菊池　祐菜 キクチ　ユウナ 井上　幹朗 イノウエ　ミキオ

吉田　達弘 ヨシダ　タツヒロ 福田　芳彦 フクタ　ヨシヒコ

松下 幸之助 マツシタ コウノスケ 今村　成吾 イマムラ セイゴ

桐井　篤史 キリイ アツシ 蔵田 外志男 クラタ トシオ

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

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』

関西C
組合せ【3月14日（日）日野ゴルフ倶楽部　クインコース】
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株式会社アサヒオプティカル

近畿労働金庫

株式会社ホロスプランニング

株式会社島津製作所

株式会社 東海理化

株式会社 島津製作所

ダイハツ工業株式会社

株式会社島津製作所

株式会社 吉岡商会

スタート
時間

株式会社島津製作所

株式会社 吉岡商会

野村建設工業株式会社 プレイング４

SUPER HI INDEX

　O U T I　N

島津製作所C

チームやまもり

9:00

9:08

9:15

9:23

9:30
野村建設工業株式会社 プレイング４

ビッグウェーブ

将来設計士

島津製作所A

東海理化D

島津製作所B

DNGS Yチーム

№

1

2

3

4

5

SUPER HI INDEX

ビッグウェーブ

将来設計士

島津製作所A

東海理化D

島津製作所B

DNGS Yチーム

島津製作所C

チームやまもり

株式会社アサヒオプティカル

近畿労働金庫

株式会社ホロスプランニング

株式会社島津製作所

株式会社 東海理化

株式会社 島津製作所

ダイハツ工業株式会社

チームてんこもり

6

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

6

株式会社 吉岡商会 チームてんこもり

9:38

株式会社 吉岡商会

Team-A

7

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 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

7

大和リース株式会社 Team-A

9:45

大和リース株式会社

Team-B

8

株式会社キーエンス KGT 株式会社キーエンス KGT

8

大和リース株式会社 Team-B

9:53

大和リース株式会社

ヤマガタヤＡチーム

9

株式会社ビコー BIKO 株式会社ビコー BIKO

9

株式会社ヤマガタヤ ヤマガタヤＡチーム

10:00

株式会社ヤマガタヤ


