
選手名 フリガナ 企業名 チーム名

木下　裕文 キノシタ　ヒロフミ

中村　　大 ナカムラ　ダイ

栗山　祐一 クリヤマ　ユウイチ

小林　竜彦 コバヤシ　タツヒコ

金子　託呂 カネコ　タクロ

金堀　健太 カナホリ　ケンタ

古澤　哲平 フルサワ　テッペイ

廣瀬　　剛 ヒロセ　ゴウ

草本　　桂 クサモト　カツラ

門司　大樹 モンジ　ダイキ

三木　信之 ミキ　ノブユキ

矢田部 裕司 ヤタベ　ユウジ

米　　充洋 ヨネ　ミツヒロ

北　　泰明 キタ　ヤスアキ

岡本　淳一 オカモト　ジュンイチ

吉田　鉄兵 ヨシダ　テッペイ

山喜多 佑也 ヤマキタ　ユウヤ

山下　幸太 ヤマシタ　コウタ

土肥　正典 ドヒ　マサノリ

中嶋　哲平 ナカシマ　テッペイ

森高　敦史 モリタカ　アツシ

大谷　健蔵 オオタニ　ケンゾウ

山崎　　剛 ヤマサキ　ゴウ

井口　裕司 イノクチ　ユウジ

菅井　直人 スガイ　ナオト

松田　成史 マツダ　シゲフミ

岡本　　聰 オカモト　サトシ

福原　寛剛 フクハラ　ヒロタケ

古賀　広高 コガ　ヒロタカ

牛島　慎一 ウシジマ　シンイチ

佐藤　浩司 サトウ　コウジ

鷲見　憲一 ワシミ　ケンイチ

黒澤　浩之  クロサワ　ヒロユキ

田中 登志夫 タナカ　トシオ

松坂　治樹 マツサカ　ハルキ

久保山 弘之 クボヤマ　ヒロユキ

田崎　大記 タサキ　タイキ

三島　智也 ミシマ　トモヤ

常冨　皓史 ツネトミ　コウジ

平田 大二郎 ヒラタ　ダイジロウ

芝田　泰明 シバタ　ヤスアキ

佐藤　哲宏 サトウ　アキヒロ

水野　貴司 ミズノ　タカシ

伊庭　公也 イバ　キンヤ

神原　圭宏 カミハラ　ヨシヒロ

土城　弘大 ドキ　コウタ

大村　政雄 オオムラ　マサオ

羽田野　聖 ハタノ　キヨシ

先﨑　　啓 センザキ　ヒロム

田口 慎太郎 タグチ　シンタロウ

寳部　勝彦 タカラベ　カツヒコ

小佐古 哲哉 コサコ　テツヤ

小森　直樹 コモリ　ナオキ

渡部　幸夫 ワタナベ　ユキオ

田苅子 幸治 タガリコ　コウジ

田中　清二 タナカ　セイジ

平岡　弘文 ヒラオカ　ヒロフミ

坂口　義宝 サカグチ　ヨシタカ

渡邉　健一 ワタナベ　ケンイチ

森　　義憲 モリ　ヨシノリ

足立　憲一 アダチ　ケンイチ

正中　誠治 ショウナカ　セイジ

伊藤　孝倫 イトウ　タカミチ

松藤　諒亮 マツフジ　リョウスケ

古賀　剛彦 コガ　タケヒコ

今井　貞之 イマイ　サダユキ

柿木　和弘 カキノキ　カズヒロ

弓削　宏臣 ユゲ　ヒロオミ

河合　康博 カワイ　ヤスヒロ

木村　文映 キムラ　フミアキ

山口　公史 ヤマグチ　コオシ

小林　裕明 コバヤシ　ヒロアキ

土谷　浩一 ツチヤ　ヒロカズ

山下　紘平 ヤマシタ　コウヘイ

前田　浩二 マエダ　コウジ

段原　克己 ダンバラ　カツミ

14

株式会社 縁 チーム縁A

9:31
株式会社朝日新聞社 でんでんでんせ

16

株式会社 縁 チーム縁B

9:45
株式会社筑豊製作所 筑豊製作所 ゴルフサークル

15

株式会社筑豊製作所 筑豊製作所 ゴルフサークル

9:38
株式会社 縁 チーム縁B

9:17
株式会社宇和島運輸交通社 Ucean’s

13

株式会社朝日新聞社 でんでんでんせ

9:24
株式会社 縁 チーム縁A

RELO CLUB 全日本企業対抗ゴルフトーナメント
『リクルートCUP2023　春季団体戦』

九州B
組合せ【2023年3月18日（土）麻生飯塚ゴルフ倶楽部】

№

1

2

3

4

5

株式会社福岡銀行

株式会社アーウィン

株式会社アーウィン

株式会社福岡銀行

株式会社福岡銀行

株式会社山本工作所

株式会社山本工作所

株式会社福岡銀行

株式会社福岡銀行

スタート
時間

DuffersA

ホワイト→ブルー

DuffersB

DuffersC

8:00

8:07

8:14

8:21

8:28
行橋市役所 行橋市役所

アーウィンAチーム

アーウィンAチーム

DuffersA

DuffersB

チームYAMAKO

チームYAMAKO

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！

◀ ご自身のティーショット写真の保存もこちらから！
 http://www.facebook.com/home.php#!/welfarecup

　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。
※スタート50分前には受付を済ませ、10分前にはスタート位置で待機すること。
　スタート時間に遅れた場合は失格となります。
※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。

株式会社福岡銀行 DuffersC

6

行橋市役所 行橋市役所

8:35

18

チーム縁C株式会社 縁

9:59

イーグルスA日鉄エンジニアリング株式会社

19

株式会社森山鉄工 まいまいかぶり直方坂007

10:06
日鉄エンジニアリング株式会社 イーグルスA

12

野村證券株式会社 NOMURA TEAM Tours

三井住友海上火災保険株式会社 999A

8

ダイハツ九州株式会社 ダイハツ九州ゴルフ部Ａチーム

8:49

ダイハツ九州株式会社 ダイハツ九州ゴルフ部Ａチーム

7

三井住友海上火災保険株式会社 999A

8:42

ダイハツ九州株式会社 ダイハツ九州ゴルフ部Ｂチーム

9

医療法人愛健会 医療法人愛健会A

8:56

17

株式会社 縁

11

株式会社宇和島運輸交通社 Ucean’s

9:10

チーム縁C

9:52
株式会社森山鉄工 まいまいかぶり直方坂007

医療法人愛健会 医療法人愛健会A

10

ダイハツ九州株式会社 ダイハツ九州ゴルフ部Ｂチーム

9:03

野村證券株式会社 NOMURA TEAM Tours


