
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

牛石　知也 ウシイシ　トモヤ 江本　隆嗣 エモト　タカシ

中崎　健一 ナカザキ　ケンイチ 角元　裕樹 カクモト　ヒロキ

品部　祐児 シナベ　ユウジ 藤井　治彦 フジイ　ハルヒコ

萩原　嘉織 ハギワラ　カオリ 伊藤　秀敏 イトウ　ヒデトシ

北村　吉弘 キタムラ　ヨシヒロ 山田　英樹 ヤマダ　ヒデキ

岩下 順二郎 イワシタ　ジュンジロウ 大美　雅敬 オオミ　マサユキ

板谷　幸一 イタヤ　コウイチ 平石　恭一 ヒライシ　キョウイチ

海津　康彦 カイヅ　ヤスヒコ 土井　太一 ドイ　タイチ

金田　茂雄 カネダ　シゲオ 大津　育朗 オオツ　イクロウ

八條　隆浩 ハチジョウ　タカヒロ 杉崎　光昭 スギザキ　ミツアキ

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

― ― 岸間　　匠 キシマ　タクミ

三並　史典 ミナミ　フミノリ 佐々木 達也 ササキ　タツヤ

小林　啓志 コバヤシ　ヒロシ 有田　竜徳 アリタ　タツノリ

島村　卓樹 シマムラ　タカキ 秋葉　政信 アキバ　マサノブ

森戸　秀知 モリト　ヒデトモ 高松　太郎 タカマツ　タロウ

小田　康浩 オダ　ヤスヒロ 斉藤　一弥 サイトウ　カズヤ

今成　　亘 イマナリ　ワタル 奥野　　徹 オクノ　トオル

岡上　浩司 オカウエ　コウジ 鵜瀬 総一郎 ウノセ　ソウイチロウ

長岡　昌吾 ナガオカ　ショウゴ 野口　昭久 ノグチ　アキヒサ

林　　知幸 ハヤシ　トモユキ 倉岡　俊輔 クラオカ　シュンスケ

荒木　亮介 アラキ　リョウスケ 原　　大輔 ハラ　ダイスケ

澤田　政史 サワダ　マサフミ 杉山　　圭 スギヤマ　ケイ

星野　佑貴 ホシノ　ユウキ 作山　洋貴 サクヤマ　ヒロキ

関口　雅博 セキグチ　マサヒロ 立花　昌幸 タチバナ　マサユキ

佐藤　政俊 サトウ　マサトシ 小林　宏一 コバヤシ　コウイチ

山田　武史 ヤマダ　タケシ 陶山　高弘 スヤマ　タカヒロ

髙田 健一郎 タカダ　ケンイチロウ 冨田　稔貴 トミタ　トシキ

森田　健史 モリタ　タケチカ 古野　　聡 フルノ　サトシ

福長　　健 フクナガ　ケン 岩井 雄次郎 イワイ　ユウジロウ

加藤　了資 カトウ　リョウスケ 筒井　宏和 ツツイ　ヒロカズ

白井　孝則 シライ　タカノリ 佐々木　康 ササキ　ヤスシ

反町　希一 ソリマチ　キイチ 白木　悠貴 シラキ　ヒロタカ

今井　　衛 イマイ　エイ 三本木　晃 サンボンギ　ヒカル

鶴岡　武人 ツルオカ　タケト 小林　利勝 コバヤシ　トシカツ

― ― 丹波　　務 タンバ　ツトム

吉松　　朋 ヨシマツ　トモ 藤田　　聡 フジタ　サトシ

石井　智大 イシイ　トモヒロ 中谷　和茂 ナカヤ　カズシゲ

黒田　法繁 クロダ　ノリキ 黒住　昌男 クロズミ　マサオ

岡田　圭司 オカダ　ケイジ 中田　圭祐 ナカタ　ケイスケ

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

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D
組合せ【2月23日（水祝）　よみうりゴルフ倶楽部】

№

1

2

3

4

5

大和ライフネクスト株式会社

株式会社大林組

株式会社リクルート

東急リニューアル株式会社

リコージャパン株式会社

株式会社野村総合研究所

CRGホールディングス株式会社

リコージャパン株式会社

CRGホールディングス株式会社

スタート
時間

リコージャパン株式会社

CRGホールディングス株式会社

アドビ株式会社 でじたる

チームUB

　O U T I　N

RJG-B

CRG　Bチーム

9:24

9:31

9:38

9:45

9:52

アドビ株式会社 でじたる

大林組関東支部①

株式会社リクルート

アルバトロス

リコージャパンAチーム

NAG-F

CRG　Aチーム

№

1

2

3

4

5

チームUB

大林組関東支部①

株式会社リクルート

アルバトロス

リコージャパンAチーム

NAG-F

CRG　Aチーム

RJG-B

CRG　Bチーム

大和ライフネクスト株式会社

株式会社大林組

株式会社リクルート

東急リニューアル株式会社

リコージャパン株式会社

株式会社野村総合研究所

CRGホールディングス株式会社

ＢＳフジ

6

埼玉医科大学病院 埼玉医科大学病院ゴルフチーム 埼玉医科大学病院 埼玉医科大学病院ゴルフチーム

6

株式会社ビーエスフジ ＢＳフジ

9:59

株式会社ビーエスフジ

昭和ゴルフ

7

株式会社島津製作所 島津ゴルフ部関東チーム 株式会社島津製作所 島津ゴルフ部関東チーム

7

株式会社昭和システムエンジニアリング 昭和ゴルフ

10:06

株式会社昭和システムエンジニアリング

営業チーム

8

日本通運株式会社 NX チームA 日本通運株式会社 NX チームA

8

大成建設株式会社 営業チーム

10:13

大成建設株式会社

R: Albatross

9

日本通運株式会社 NX チームB 日本通運株式会社 NX チームB

9

楽天グループ株式会社 R: Albatross

10:20

楽天グループ株式会社

Rakuten golf club

10

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 チームTT 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 チームTT

10

楽天グループ株式会社 Rakuten golf club

10:27

楽天グループ株式会社


