
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

長堀　大道 ナガホリ　マサミチ 梅澤　清一 ウメザワ　セイイチ

原田　豊 ハラダ　豊 福田　慎吾 フクダ　シンゴ

佐藤　哲生 サトウ　テツオ 爲政　淳也 タメマサ　ジュンヤ

岩橋　和輝 イワハシ　カズキ 山内　惠司 ヤマウチ　ケイジ

小林　輝久 コバヤシ　テルヒサ 鱒渕　智也 マスブチ　トモヤ

佐藤　大輔 サトウ　ダイスケ 安井　俊喜 ヤスイ　トシキ

佐藤　千尋 サトウ　チヒロ 白崎　憲治 シラサキ　ケンジ

土居　秀一 ドイ　シュウイチ 安田　　仁 ヤスダ　ジン

中島　圭一 ナカシマ　ケイイチ 中島　修一 ナカジマ　シュウイチ

眞子　弘一 マナゴ　コウイチ 松波　聖文 マツナミ　タカフミ

中川　直紀 ナカガワ　ナオキ 山﨑　一樹 ヤマザキ　カズキ

- - 宮下　正俊 ミヤシタ　マサトシ

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

山崎　正章 ヤマザキ　マサアキ 臼井 一順 ウスイ カズノリ

小牧　邦寿 コマキ クニトシ 南野 敦 ミナミノ ツトム

天野　信之 アマノ　ノブユキ 佐野　昌司 サノ　ショウジ

上村　達也 ウエムラ　タツヤ 福田　泰福 フクダ　ヤスヒロ

本橋　健次 モトハシ　ケンジ 大田和 俊和 オオタワ　トシカズ

戸田　英孝 トダ　ヒデタカ 法領田 幸益 ホウリョウダ　トモヨシ

中西　航大 ナカニシ　コウダイ 滝沢　周平 タキザワ　シュウヘイ

荒巻　健人 アラマキ　ケント 原　　宏彰 ハラ　ヒロアキ

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 高橋　寛明 タカハシ　ヒロアキ

倉津　真二 クラツ　シンジ 大類　全格 オオルイ　マサノリ

星　　潤延 ホシ　ヒロノブ 高島　庸平 タカシマ　ヨウヘイ

橋本　康一 ハシモト　コウイチ 武部　篤始 タケベ　アツシ

濱田　洋一 ハマダ　ヨウイチ 伊藤　健也 イトウ　ケンヤ

市村　直也 イチムラ　ナオヤ 山崎　達也 ヤマザキ　タツヤ

保坂 雄一郎 ホサカ　ユウイチロウ 杉島　優輝 スギシマ　ユウキ

小沼　隆史 オヌマ　タカシ 高橋　宏之 タカハシ　ヒロユキ

溝田　一夫 ミゾタ　カズオ 木下　哲雄 キノシタ　テ ツオ

清水　　昇 シミズ　ノボル 川越　一久 カワゴエ　カズヒサ

寺崎　裕和 テラサキ　ヒロカズ 佐藤　俊介 サトウ　シュンスケ

川上　高幸 カワカミ　タカユキ 巽　　一則 タツミ　カズノリ

畑　　孝治 ハタ　コウジ 伊藤　広隆 イトウ　ヒロタカ

引地 信一朗 ヒキチ　シンイチロウ 

米田　孝嗣 ヨネダ　タカシ

仲村　徹也 ナカ ムラ　テツヤ

亀元　秀幸 カメモト　ヒデ ユキ

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#!/welfarecup

株式会社日立システムズ HISYS Bチーム
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三井住友ファイナンス&リース株式会社 SMFL研修会Cチーム

9:31

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。

TeamDNP
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株式会社日立システムズ HISYS Bチーム 三井住友ファイナンス&リース株式会社 SMFL研修会Cチーム
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大日本印刷株式会社 TeamDNP

9:24

大日本印刷株式会社

トキワ
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株式会社日立システムズ HISYS Aチーム 株式会社日立システムズ HISYS Aチーム
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株式会社トキワ トキワ

9:17

株式会社トキワ

チーム ISZ
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ファイザー株式会社 PJ ファイザー株式会社 PJ
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いすゞ自動車株式会社 チーム ISZ

9:10

いすゞ自動車株式会社

株式会社オートテクニックジャパン ATJ-Aチーム 株式会社オートテクニックジャパン ATJ-Aチーム
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株式会社 三菱UFJ銀行 関東C

9:03

株式会社 三菱UFJ銀行

株式会社野村総合研究所

株式会社東栄住宅

宇都宮市役所

株式会社東栄住宅

日本無線株式会社

株式会社東栄住宅

株式会社 エープル

関東C
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№

1

2

3

4

5

NAG-N

Ａチーム

打てば愉快だ宇都宮チームB

Bチーム

Team JRC

Cチーム

Team AKA

ATJ C-Team

戸塚とABCへ行こう！！

ATJ C-Team

戸塚とABCへ行こう！！

8:28

8:35

8:42

8:49

8:56

株式会社オートテクニックジャパン ATJ チームB

Ａチーム

打てば愉快だ宇都宮チームB

Bチーム

Team JRC

Cチーム

Team AKA

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F予選
組合せ【3月19日（土）イーストウッドカントリークラブ】

№

1

2

3

4

5

株式会社野村総合研究所

株式会社東栄住宅

宇都宮市役所

株式会社東栄住宅

日本無線株式会社

株式会社東栄住宅

株式会社 エープル

株式会社オートテクニックジャパン

セグエグループ株式会社

スタート
時間

株式会社 オートテクニックジャパン

セグエグループ株式会社

株式会社オートテクニックジャパン ATJ チームB

NAG-N

　O U T I　N


