
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

末廣　浩司 スエヒロ　コウジ 佐藤　　樹 サトウ　タツキ

信夫　匡光 シノブ　マサミツ 大河内 佑哉 オオコウチ　ユウヤ

熊谷　　隆 クマガイ　リュウ 北　　徳男 キタ　トクオ

坂上　純一 サカガミ　ジュンイチ 岩村　昌樹 イワムラ　マサキ

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 亀元　秀幸 カメモト　ヒデユ キ

堀江　　茂 ホリエ　シゲル 坂本　敦彦 サカモト　アツヒコ

舟山　雅人 フナヤマ　マサト 石原　健司 イシハラ　タケシ

川上　高幸 カワカミ　タカユキ 畑　　孝治 ハタ　コウジ

仲村　徹也 ナカ ムラ　テツヤ 南澤　昭徳 ミ ナミサワ　アキノリ

川野 英三郎 カワノ　エイザブロウ 竹内　理英 タケウチ　マサヒデ

吉田　孝志 ヨシダ　タカシ 中村　卓也 ナカムラ　タクヤ

佐々木 丈也 ササキ　タケヤ 小倉　敏之 オグラ　トシユキ

大山 翔之介 オオヤマ　ショウノスケ 平田　竹志 ヒラタ　タケシ

武田　和徳 タケダ　カズノリ 笠原　和彦 カサハラ　カズヒコ

橋谷　有造 ハシヤ　ユウゾウ 小笠原　航 オガサワラ　ワタル

西村　雅貴 ニシムラ　ヒロキ - -

杉山　純次 スギヤマ　ジュンジ 増田　修一 マスダ　シュウイチ

山口　貴弘 ヤマグチ　タカヒロ 石座　大嗣 イシザ　タイシ

金子　丈士 カネコ　タケシ 中井　　陸 ナカイ　リク

渡辺　　均     ワタナベ　ヒトシ    田渕 健太郎 タブチ　ケンタロウ

小口 健太郎 オグチ　ケンタロウ 笹本　康平 ササモト　コウヘイ

木幡　　仁 コワタ　ヒトシ 長橋　俊幸 ナガハシ　トシユキ

長野　雅広 ナガノ　マサヒロ 浅見　武彦 アサミ　タケヒコ

森田　毅矢 モリタ　タケシ 八幡　健人 ヤハタ　タケヒト

吉田　朋弘 ヨシダ　トモヒロ 藤田　　戦 フジタ　セン

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

伊藤　浩樹 イトウ　ヒロキ 山本　　陽 ヤマモト　アキラ

甲高　　桂 コウタカ　カツラ 菱倉　健一 ヒシクラ　ケンイチ

斎藤　　治 サイトウ　オサム 髙﨑　朋樹 タカザキ　トモキ

尾野　武司 オノ　タケシ 下山　一平 シモヤマ　イッペイ

藤岡　英樹 フジオカ　ヒデキ 生田　武司 イクタ　タケシ

津田　英信 ツダ　ヒデノブ 佐藤　敏紀 サトウ　トシノリ

川崎　靖弘 カワサキ　ヤスヒロ 長瀬　宇拡 ナガセ　タカヒロ

香川　朋彦 カガワ　トモヒコ 服部　浩史 ハットリ　ヒロシ

CIゴルフ部

ENEOS株式会社 ENEOS X PRIME ENEOS株式会社 ENEOS X PRIME

9

株式会社コスモスイニシア CIゴルフ部

9:20

株式会社コスモスイニシア

FSG

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

8

株式会社日立システムズフィールドサービス FSG

9:12

株式会社日立システムズフィールドサービス

8:56

サトーホールディングス株式会社

株式会社クボタ

加賀電子株式会社 TAXAN FYT 加賀電子株式会社 TAXAN FYT

7

株式会社クボタ 株式会社クボタ

9:04

株式会社クボタ

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。

MISTS

三友グループゴルフ同好会

HISYS Aチーム

TEAM2181

HISYS Bチーム

ＦＪＪゴルフ同好会

SMCCゴルフ部

R: Birdie

JCE

株式会社三友ロジスティクス

株式会社日立システムズ

日榮商事株式会社

株式会社日立システムズ

富士通Ｊａｐａｎ株式会社

三井住友カード株式会社

チームサトー

東京建物不動産販売株式会社 TTFHゴルフ部 東京建物不動産販売株式会社 TTFHゴルフ部

6

サトーホールディングス株式会社 チームサトー

OUT
スタート時間

楽天グループ株式会社

ジェイシーエンジニアリング株式会社

楽天グループ株式会社 R: Eagle

MISTS

　O U T I　N

R: Birdie

JCE

8:16

8:24

8:32

8:40

8:48

楽天グループ株式会社 R: Eagle

三友グループゴルフ同好会

HISYS Aチーム

TEAM2181

HISYS Bチーム

ＦＪＪゴルフ同好会

SMCCゴルフ部

伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社

№

1

2

3

4

5

伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社

株式会社三友ロジスティクス

株式会社日立システムズ

日榮商事株式会社

株式会社日立システムズ

富士通Ｊａｐａｎ株式会社

三井住友カード株式会社

楽天グループ株式会社

ジェイシーエンジニアリング株式会社

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B
組合せ【2月11日（金祝）取手国際ゴルフ倶楽部　東コース】

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
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8:20

8:28

8:36

8:44

8:52

9:00

9:08

9:16


