
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

平尾　康裕 ヒラオ　ヤスヒロ 吉瀧　亮太 ヨシタキ　リョウタ

河部　　博 カワベ　ヒロシ 田中　　伸 タナカ　シン

森本　良二 モリモト　リョウジ 桑名　哲也 クワナ　テツヤ

田村　一幸 タムラ　カズユキ 西田　　覚 ニシダ　サトル

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

蓮田　信和 ハスダ　ノブカズ 笠上　晋吾 カサガミ　シンゴ

池内　伸治 イケウチ　シンジ 向　　哲哉 ムカイ　テツヤ

友長　　悟 トモナガ　サトル 光本　信也 ミツモト　ノブヤ

大山　邦彦 オオヤマ　クニヒコ 清野　　洋 キヨノ　ヒロシ

谷川　茂忠 タニガワ　シゲノリ 駒村　　厚 コマムラ　アツシ

瀬滝　　雅 セタキ　マサシ 徳毛　正吾 トクモ　ショウゴ

酒井　順二 サカイ　ジュンジ 宮本　義博 ミヤモト　ヨシヒロ

窪田　貴広 クボタ　タカヒロ 加藤　昌司 カトウ　ショウジ

流川　博文 ナガレカワ　ヒロフミ 木下　耕平 キノシタ　コウヘイ

島本　絹子 シマモト　キヌコ 宮本　　茂 ミヤモト　シゲル

堀内　晋平 ホリウチ　シンペイ ― ―

金田　　悟 カネダ　サトル 山本　芳和 ヤマモト　ヨシカズ

三河　敏彦 ミカワ　トシヒコ 石坂　健闘 イシザカ　ケント

安藤　裕之 アンドウ　ヒロユキ 川上　怜也 カワカミ　レイヤ

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

桒野　慎吾 クワノ　シンゴ 三宅　正也 ミヤケ　マサヤ

平賀　崇朗 ヒラガ　タカアキ 小泉　照平 コイズミ　ショウヘイ

織田　浩幸 オダ　ヒロユキ 久保山 広大 クボヤマ　コウダイ

― ― 小林　正和 コバヤシ　マサカズ

堀越　良一 ホリコシ　リョウイチ 田中　久男 タナカ　ヒサオ

森本　浩史 モリモト　ヒロシ 石井　　亮 イシイ　リョウ

農端　　貴 ノバタ　タカシ 尾坂　孝幸 オサカ　タカユキ

小野　　剛 オノ　ツヨシ 内田　雅治 ウチダ　マサハル

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

関　　皐太 セキ　コウタ 畝木　崇史 ウネキ　タカシ

佐藤　泰之 サトウ　ヤスノリ 森﨑　公也 モリサキ　マサヤ

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

小林　浩司 コバヤシ　コウジ 小島　良太 コジマ　リョウタ

堤　　信明 ツツミ　ノブアキ 鈴木　創太 スズキ　ソウタ

山下　和志 ヤマシタ　カズシ 入江　勝美 イリエ　カツミ

塩田　　聡 シオタ　サトシ 日野　達弥 ヒノ　タツヤ

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。

東海理化D

10

NTT西日本グループ チーム官兵衛 NTT西日本グループ チーム官兵衛

10

株式会社東海理化 東海理化D

10:48

株式会社東海理化【関西C 第1位】

【関西A 第1位】

【関西C 第1位】

【関西A 第1位】

旭ホールディングス

9

朝日ゴルフ株式会社 team AGe 朝日ゴルフ株式会社 team AGe

9

旭ホールディングス株式会社 旭ホールディングス

10:40

旭ホールディングス株式会社【関西E 第1位】

【関西D 第1位】

【関西E 第1位】

【関西D 第1位】

8

日本郵便株式会社 真ARFくまさんチーム 日本郵便株式会社 真ARFくまさんチーム

8

大和リース株式会社 Team-Ａ

10:32

大和リース株式会社【関西E 第2位】

【関西B 第2位】 【関西B 第2位】

【関西E 第2位】

株式会社守谷商会

7

阪和興業株式会社 Team　Hanwa

10:24

阪和興業株式会社【関西C 第2位】

【関西D 第2位】

Team-Ａ

大和リース株式会社

TOYO TIRE株式会社 TOYO TIRES TOYO TIRE株式会社 TOYO TIRES

6

医療法人育和会　育和会記念病院 Ikuwakai Golf Club

10:16

医療法人育和会　育和会記念病院【関西D 第5位】

【関西B 第9位】

ｄｃｍチームＡ

DNGS Aチーム

大阪トヨタ自動車ゴルフ部

チーム　フタバ

DNGS Yチーム

SUPER HI INDEX

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

№

1

2

3

4

5

島津製作所B

ｄｃｍチームＡ

DNGS Aチーム

大阪トヨタ自動車ゴルフ部

チーム　フタバ

DNGS Yチーム

SUPER HI INDEX

team yoshinaga

ホリダー

株式会社 島津製作所

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』

西日本地区決勝
組合せ【3月26日（土）小野東洋ゴルフ倶楽部】

№

1

2

3

4

5

株式会社 島津製作所

株式会社ドコモＣＳ関西

ダイハツ工業株式会社

大阪トヨタ自動車株式会社

フタバ興業株式会社

ダイハツ工業株式会社

株式会社アサヒオプティカル

株式会社吉永建設

株式会社堀内機械

スタート
時間

株式会社吉永建設

株式会社堀内機械

株式会社守谷商会 チームモリタニ

島津製作所B

team yoshinaga

ＯＵＴ

【関西C 第3位】

【関西D 第3位】

【関西E 第3位】

【関西B 第4位】

【関西B 第5位】

【関西A 第7位】

【関西C 第4位】

【関西C 第3位】

【関西D 第3位】

【関西E 第3位】

【関西B 第4位】

【関西B 第5位】

【関西A 第7位】

【関西C 第4位】

9:36

9:44

9:52

10:00

【関西B 第6位】

株式会社ドコモＣＳ関西

ダイハツ工業株式会社

大阪トヨタ自動車株式会社

フタバ興業株式会社

ダイハツ工業株式会社

【関西B 第6位】

【関西D 第4位】

【関西B 第8位】

【関西D 第5位】

【関西B 第9位】

【関西C 第2位】

【関西D 第2位】

ホリダー

10:08

【関西D 第4位】

【関西B 第8位】チームモリタニ

Team　Hanwa

7

Team-Ｂ 大和リース株式会社 Team-Ｂ

株式会社アサヒオプティカル

Ikuwakai Golf Club

6


