
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

寳部　勝彦 タカラベ 　カツヒコ

小佐古  哲哉 コサコ　テツヤ

加藤　了資 カトウ　リョウスケ

鶴岡　武人 ツルオカ　タケト

小森　直樹 コモリ　ナオキ

渡部　幸夫 ワタナベ　ユキオ

渡邊　裕樹 ワタナベ　ユウキ

佐々木　康 ササキ　ヤスシ

内田　孝之 ウチダ　タカユキ

石井　　敦 イシイ　アツシ

中條 信一郎 ナカジョウ　シンイチロウ

高橋　大輔 タカハシ　ダイスケ

山川　　礼 ヤマカワ　レイ

上田　憲司 ウエダ　ケンジ

岩田　真豊 イワタ　マコト

太田 信次郎 オオタ　シンジロウ

笹木　寛彦 ササキ　ヒロヒコ

浅利　勇也 アサリ　ユウヤ

岩橋　和輝 イワハシ　カズキ

安田　　仁 ヤスダ　ジン

田中　義行 タナカ　ヨシユキ

三浦　成陽 ミウラ　ナリアキ

山内　惠司 ヤマウチ　ケイジ

爲政　淳也 タメマサ　ジュンヤ

蓮田　信和 ハスダ　ノブカズ

池内　伸治 イケウチ　シンジ

倉本　　潤 クラモト　ジュン

朝倉　　守 アサクラ　マモル

笠上　晋吾 カサガミ　シンゴ

向　　哲哉 ムカイ　テツヤ

久保田 秀尚 クボタ　ヒデナオ

前田　聖美 マエダ　サトミ

大場　政光 オオバ　マサミツ 小沢　孝貴 オザワ　コウキ

田中　克広 タナカ　カツヒロ 山本　訓敬 ヤマモト　クニヒロ

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

加藤　隆司 カトウ　タカシ 二之夕 裕美 ニノユ　ヒロヨシ

佐野　浩康 サノ　ヒロヤス 小林　浩司 コバヤシ　コウジ

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 山﨑　正章 ヤマザキ　マサアキ

山口　　亮 ヤマグチ　マコト 橋本　貴紀 ハシモト　タカノリ

栗山　　萌 クリヤマ　メグミ 河村　真潮 カワムラ　マシオ

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

平尾　康裕 ヒラオ　ヤスヒロ 山田　武史 ヤマダ　タケシ

河部　　博 カワベ　ヒロシ 市野塚 義行 イチノヅカ　ヨシユキ

須山　祐介 スヤマ　ユウスケ 大城 遼太郎 オオシロ　リョウタロウ

中　　博史 ナカ　ヒロシ 岸間　　匠 キシマ　タクミ

田中　　保 タナカ　タモツ 里　　英樹 サト　ヒデキ

河原　雅昭 カワハラ　マサアキ 里　　和紀 サト　カズノリ

中塚　功二 ナカツカ　コウジ 佐藤　聖児 サトウ　セイジ

宇都　隆博 ウト　タカヒロ 遠藤　大介 エンドウ　ダイスケ

小松　栄一 コマツ　エイイチ 松本　隆之 マツモト　タカユキ

松木　卓茂 マツキ　タクモ 岡田　圭司 オカダ　ケイジ

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　ユタカ 福田　慎吾 フクダ　シンゴ

山田　浩司 ヤマダ　コウジ 熊谷　卓也 クマガイ　タクヤ

松木　修司 マツキ　シュウジ 田中　　実 タナカ　ミノル

新山　文夫 ニイヤマ　ノリオ 黒岡　浩子 クロオカ　ヒロコ

友田　統明 トモダ　ノブアキ 大西　浩夫 オオニシ　ヒロオ

秋山　　裕 アキヤマ　ユタカ 納　　正宜 オサメ　マサノリ

髙垣　浩一 タカガキ　ヒロカズ 鈴木　　篤 スズキ　アツシ

尾関　英明 オゼキ　ヒデアキ 野口　孝一 ノグチ　コウイチ

中居　貴司 ナカイ　タカシ 丹羽　秀和 ニワ　ヒデカズ

金岡　治久 カナオカ　ハルヒサ 村上　嘉彦 ムラカミ　ヨシヒコ

久保田 知春 クボタ　トモハル 森坂　　塁 モリサカ　ルイ

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 ― ―

久米　洋平 クメ　ヨウヘイ 丸山　純志 マルヤマ　アツシ

桂川　博行 カツラガワ　ヒロユキ 国実　秀典 クニミ　ヒデフミ

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

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 牧　　淳也 マキ　ジュンヤ

岸田　佑典 キシダ　ユウスケ 若木　孝優 ワカキ　タカマサ

大野　隆平 オオノ　リュウヘイ 髙安　裕太 タカヤス　ユウタ

東海理化B

10

株式会社オートテクニックジャパン ATJ-A 株式会社オートテクニックジャパン ATJ-A

10

株式会社東海理化 東海理化B

9:22

株式会社東海理化【中部 第2位】

【東日本地区決勝 第4位】

【中部 第2位】

【東日本地区決勝 第4位】

11

朝日ゴルフ株式会社 team AGe

9:30

朝日ゴルフ株式会社 team AGe

11

東海理化Ａ

9

株式会社浅井 ASAI 株式会社浅井 ASAI

9

株式会社東海理化 東海理化Ａ

9:14

株式会社東海理化【中部 第1位】

【東日本地区決勝 第3位】

【中部 第1位】

【東日本地区決勝 第3位】

8

株式会社シティコミュニケーションズ チーム街

8 9:06

大阪トヨタ自動車株式会社

【東日本地区決勝 第12位】

【西日本地区決勝 第6位】

7 8:58

大阪トヨタ自動車株式会社

大阪トヨタ自動車ゴルフ部

株式会社東栄住宅 Ａチーム

6 8:50

株式会社イーストコア

№

1

2

3

4

5

チーム縁A

NX チームA

チーム縁A

NX チームA

チームみささ

MHRT1

チームみささ

MHRT1

チームＡＳＡＲＩ

株式会社 縁

ＩＮ

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』

全国決勝大会
組合せ【4月17日（日）富士桜カントリー俱楽部】

№

1

2

3

4

5

スタート
時間

みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社

株式会社イーストコア

株式会社東栄住宅 Ａチーム

ＯＵＴ

大日本印刷株式会社 TeamDNP 大日本印刷株式会社 TeamDNP

【西日本地区決勝 第2位】

【東日本地区決勝 第10位】

【西日本地区決勝 第2位】

【東日本地区決勝 第10位】

12

株式会社 島津製作所 島津製作所B

9:38

株式会社 島津製作所 島津製作所B

12

株式会社野村総合研究所 チーム NAG-F 株式会社野村総合研究所 チーム NAG-F

【西日本地区決勝 第3位】

【東日本地区決勝 第9位】

【西日本地区決勝 第3位】

【東日本地区決勝 第9位】

13

日本郵便株式会社 真ARFくまさんチーム

9:46

日本郵便株式会社 真ARFくまさんチーム

13

大成建設株式会社 大成建設ゴルフ部 大成建設株式会社 大成建設ゴルフ部

【西日本地区決勝 第4位】

【東日本地区決勝 第6位】

【西日本地区決勝 第4位】

【東日本地区決勝 第6位】

14

ダイハツ工業株式会社 DNGS Aチーム

9:54

ダイハツ工業株式会社 DNGS Aチーム

14

株式会社野村総合研究所 NAG-N 株式会社野村総合研究所 NAG-N

【西日本地区決勝 第5位】

【東日本地区決勝 第11位】

【西日本地区決勝 第5位】

【東日本地区決勝 第11位】

15

武田薬品工業株式会社 光

10:02

武田薬品工業株式会社 光

15

医療法人育和会　育和会記念病院 Ikuwakai Golf Club 医療法人育和会　育和会記念病院 Ikuwakai Golf Club

【九州B 第1位】

【西日本地区決勝 第1位】

【九州B 第1位】

【西日本地区決勝 第1位】

16

ソニーグループ株式会社 XPERIA

10:10

ソニーグループ株式会社 XPERIA

16

キムラユニティー株式会社 営業部 キムラユニティー株式会社 営業部

【東日本地区決勝 第2位】

【2021春季団体戦 5位】

【東日本地区決勝 第2位】

【2021春季団体戦 5位】

17

イリソ電子工業株式会社 イリソ本社

10:18

イリソ電子工業株式会社 イリソ本社

17

株式会社宇和島運輸交通社 Ucean’s 株式会社宇和島運輸交通社 Ucean’s

【東日本地区決勝 第1位】

【九州A 第1位】

【東日本地区決勝 第1位】

【九州A 第1位】

18

株式会社豊田自動織機 TICO Aチーム

10:26

株式会社豊田自動織機 TICO Aチーム

18

株式会社ＦＤＳホールディングス 慶州金 株式会社ＦＤＳホールディングス 慶州金

【2021春季団体戦 4位】

【2021春季団体戦 3位】

【2021春季団体戦 4位】

【2021春季団体戦 3位】

19

株式会社豊後プロパン チームクリーンビー

10:34

株式会社豊後プロパン チームクリーンビー

19

三菱商事株式会社 MC GOLF TEAM A 三菱商事株式会社 MC GOLF TEAM A

【2021春季団体戦 準優勝】

【2021春季団体戦 優勝】

【2021春季団体戦 準優勝】

【2021春季団体戦 優勝】

【九州B 第2位】

【東日本地区決勝 第7位】

【九州B 第2位】

【東日本地区決勝 第7位】

【九州A 第2位】

【東日本地区決勝 第5位】

【九州A 第2位】

8:10

8:18

8:26

8:34

日本通運株式会社

株式会社 縁

日本通運株式会社

飯塚病院

みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社

【東日本地区決勝 第5位】

【北日本予選 第1位】

【東日本地区決勝 第8位】

【北日本予選 第1位】

【東日本地区決勝 第8位】

【西日本地区決勝 第6位】

【東日本地区決勝 第12位】

8:42

大阪トヨタ自動車ゴルフ部

7

株式会社シティコミュニケーションズ チーム街

飯塚病院

チームＡＳＡＲＩ

6



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


