
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

及川　良三 オイカワ　リョウゾウ 武田　行平 タケダ　コウヘイ

上銘　　均 ジョウメイ　ヒトシ 木村　暢臣 キムラ　ノブオミ

永山 勇一郎 ナガヤマ　ユウイチロウ 島田　昂祐 シマダ　コウスケ

田辺　　聡 タナベ　サトシ 田添　裕嗣 タゾエ　ユウジ

上村　恵吾 カミムラ　ケイゴ 森川　俊宏 モリカワ　トシヒロ

中村　晶樹 ナカムラ　マサキ 榎本　　剛 エノモト　ゴウ

屋敷　幸雄 ヤシキ　ユキオ 梶原　隆司 カジワラ　リュウジ

日高　賢治 ヒダカ　ケンジ 細谷　有彦 ホソヤ　アリヒコ

須﨑　隆寛 スサキ　タカヒロ 小谷　恭史 コタニ　ヤスシ

小田切　亮 オダギリ　リョウ 正西　康英 マサニシ　ヤスヒデ

岩田　和宏 イワタ　カズヒロ 北島 壮一郎 キタジマ　ソウイチロウ

原口 雄一郎 ハラグチ　ユウイチロウ 中川　拓巳 ナカガワ　タクミ

細江　暁大 ホソエ　アキヒロ 大倉　主脩 オオクラ　オサム

岩崎　　治 イワサキ　オサム 大鹿　順司 オオシカ　ジュンジ

山川　博功 ヤマカワ　ヒロノリ 五十嵐 将人 イガラシ　マサト

片山　徹之 カタヤマ　テツシ 水山　英一 ミズヤマ　エイイチ

神津　加奈 コウヅ　カナ 鈴木　利幸 スズキ　トシユキ

宇都　和昭 ウト カズアキ 長澤　和重 ナガサワ　カズシゲ

鳥海　宏志 トリウミ　ヒロシ 末盛　貴弘 スエモリ　タカヒロ

田中　裕崇 タナカ　ヒロタカ 小山内　裕 オサナイ　ヒロシ

清水　　浩 シミズ　 ヒロシ 飯塚　威文 イイヅカ　タケフミ

桐山 　忠介 キリヤマ　タダスケ 政本　高宏 マサモト　タカヒロ

武田　和徳 タケダ　カズノリ 笠原　和彦 カサハラ　カズヒコ

鬼本　康博 オニモト　ヤスヒロ 小笠原　航 オガサワラ　ワタル

吉田　　永 ヨシダ　エイ 山本　剛史 ヤマモト　タカシ

松本　佳之 マツモト　ヨシユキ 畑中　英昭 ハタナカ　ヒデアキ

山口　貴弘 ヤマグチ　タカヒロ 中井　　陸 ナカイ　リク

金子　丈士 カネコ　タケシ - -

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　拓也 オンダ　タクヤ

坂口　大輔 サカグチ　ダイスケ 上村　雅彦 カミムラ　マサヒコ

寺島　　篤 テラシマ　アツシ 河野　　章 カワノ　アキラ

大澤　晴見 オオサワ　ハルミ 佐藤　真一 サトウ　シンイチ

武藤　昭治 ムトウ　ショウジ 荒川　靖武 アラカワ　ヤスタケ

半田　純一 ハンダ　ジュンイチ 原　　聡希 ハラ　トシキ

金丸　智彦 カナマル　トモヒコ 山室 信太朗 ヤマムロ　シンタロウ

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

鈴木　淳一 スズキ　ジュンイチ 土屋　翔吾 ツチヤ　ショウゴ

釘宮　英治 クギミヤ　エイジ 高倉 甲一朗 タカクラ　コウイチロウ

青木　健太 アオキ　ケンタ 田際　裕介 タギワ　ユウスケ

掛川　真弥 カケガワ　シンヤ 榎本　貴之 エノモト　タカユキ

長井　淳平 ナガイ　ジュンペイ 三浦　雄大 ミウラ　ユウダイ

河崎 賢一郎 カワサキ　ケンイチロウ 青柳　　剛 アオヤギ　ゴウ

大塚　邦彦 オオツカ　クニヒコ 井上 裕太郎 イノウエ　ユウタロウ

齋藤　憲和 サイトウ　ノリカズ 中村　将弘 ナカムラ　マサヒロ

春日　静夫 カスガ　シズオ 弘田　隆一 ヒロタ　リュウイチ

斎藤　　治 サイトウ　オサム 髙﨑　朋樹 タカザキ　トモキ

小串　遼太 オグシ　リョウタ 下山　一平 シモヤマ　イッペイ

斎藤　浩基 サイトウ　ヒロキ 鈴木　直幹 スズキ　ナオモト

大内　純子 オオウチ　ジュンコ 犬塚 栄一朗 イヌヅカ　エイイチロウ

亀田 哲二郎 カメダ　テツジロウ 久保田 知春 クボタ　トモハル

後藤　雅文 ゴトウ　マサフミ 森坂　　塁 モリサカ　ルイ

金岡　治久 カナオカ　ハルヒサ

村上　嘉彦 ムラカミ　ヨシヒコ

山田　知秀 ヤマダ　トモヒデ

川畑　康和 カワバタ　ヤスカズ

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。

東洋インキSCHD川越ゴルフ部

10

株式会社NTTデータ・フィナンシャルコア FCGC2 株式会社NTTデータ・フィナンシャルコア FCGC2

10

東洋インキSCホールディングス株式会社 東洋インキSCHD川越ゴルフ部

8:10

東洋インキSCホールディングス株式会社

11

株式会社プロギア ＰＲＧＲサイエンスフィット日記

8:17

株式会社プロギア ＰＲＧＲサイエンスフィット日記

11

加賀電子株式会社 TAXAN FYT 加賀電子株式会社 TAXAN FYT

12

Team DoLuck

9

株式会社NTTデータ・フィナンシャルコア FCGC1 株式会社NTTデータ・フィナンシャルコア FCGC1

9

株式会社 大塚商会 Team DoLuck

8:03

株式会社 大塚商会

ASAI

8

医療法人光洋会 光洋会チームA 医療法人光洋会 光洋会チームA

8

株式会社浅井 ASAI

7:56

株式会社浅井

チームフィールズ

7

楽天グループ株式会社 R: Eagle 楽天グループ株式会社 R: Eagle

7

フィールズ株式会社 チームフィールズ

7:42

フィールズ株式会社

楽天グループ株式会社 R: Birdie 楽天グループ株式会社 R: Birdie

6

株式会社朝日広告社 ASAKO

7:35

株式会社朝日広告社

エーザイ株式会社

三井住友カード株式会社

エーザイ株式会社

株式会社ツインズ

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

株式会社商船三井

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

ASAKO
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№

1

2

3

4

5

追撃のエーザイ

SMCCゴルフ部　Ｂ

進撃のエーザイ

チームキャタピーA

CTC-A

Team MOL

CTC-B

前へA

CTC-Z

前へA

CTC-Z

7:00

7:07

7:14

7:21

7:28

株式会社ビィ・フォアード 前へB

SMCCゴルフ部　Ｂ

進撃のエーザイ

チームキャタピーA

CTC-A

Team MOL

CTC-B

RELO CLUB 全日本企業対抗ゴルフトーナメント
『リクルートCUP2022春季団体戦』

関東E
組合せ【3月6日（日）千葉よみうりカントリークラブ】

№

1

2

3

4

5

エーザイ株式会社

三井住友カード株式会社

エーザイ株式会社

株式会社ツインズ

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

株式会社商船三井

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

株式会社ビィ・フォアード

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

スタート
時間

株式会社ビィ・フォアード

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

株式会社ビィ・フォアード 前へB

追撃のエーザイ

　O U T I　N

千代田化工建設株式会社 ゴルフ部

8:24

千代田化工建設株式会社 ゴルフ部

12

加賀電子株式会社 TAXAN YOUNG 加賀電子株式会社 TAXAN YOUNG

13

江戸川化工株式会社 江戸川化工ゴルフ部

8:31

江戸川化工株式会社 江戸川化工ゴルフ部

13

JFEシビル株式会社 JFE蔵前芝球軍団 イリソ電子工業株式会社 イリソ本社

14

イリソ電子工業株式会社 イリソ本社

8:38 14

JFEシビル株式会社 JFE蔵前芝球軍団

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


