
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

山下　洋史 ヤマシタ　ヨオジ 菅原　英児 スガハラ　エイジ

萩生田 幹夫 ハギウダ　ミキオ 服部　恒彦 ハットリ　ツネヒコ

北原　伸一 キタハラ　シンイチ 滝口　智正 タキグチ　トモマサ

加藤　絢香 カトウ　アヤカ 木村　栄一 キムラ　エイイチ

チエ　ジュン チエ　ジュン 田島　綾子 タジマ　アヤコ

大森　一史 オオモリ　カズフミ 土井　仁喜 ドイ　ミキ

岸　　誓久 キシ　チカヒサ 小澤 可奈子 オザワ　カナコ

森浦　大貴 モリウラ　ヒロキ 今関　一博 イマセキ　カズヒロ

小谷　恭史 コタニ　ヤスシ 岩崎　　治 イワサキ　オサム

田子　哲平 タゴ　テッペイ  大倉　　治 オオクラ　オサム

藤川　敬三 フジカワ　ケイゾウ 畑中　　誠 ハタナカ　マコト

中野　　晃 ナカノ　アキラ 森　　ゆず モリ　ユズ

澤野　悠哉 サワノ　ユウヤ 宇都　和昭 ウト　カズアキ

竹尾　秀樹 タケオ　ヒデキ 木村　光平 キムラ　コウヘイ

篠村　哲治 シノムラ　テツジ 桑原　英和 クワハラ　ヒデカズ

小泉　行紀 コイズミ　ユキノリ 中島　　修 ナカジマ　オサム

袴田　勝照 ハカマダ　カツテル 山下　浩昭 ヤマシタ　ヒロアキ

田尻　惇也 タジリ　ジュンヤ 町田　雅樹 マチダ　マサキ

長野 耕二郎 ナガノ　コウジロウ 鳥山　雄一 トリヤマ　ユウイチ

山田　裕之 ヤマダ　ヒロユキ 大村　千永 オオムラ　チエ

西村　考史 ニシムラ　タカシ 塩津　匡昭 シオツ　マサアキ

丸山　忠士 マルヤマ　タダシ 桐原　　朗 キリハラ　アキ

田中　　勉 タナカ　ツトム 中塚　尚恵 ナカツカ　ヒサエ

山田　　玄 ヤマダ　ハルカ 高橋　秀治 タカハシ　ヒデハル

前田　　静 マエダ　シズカ 佐藤　　旭 サトウ　アキラ

伊藤　宏剛 イトウ　ヒロタケ 川口　楓太 カワグチ　フウタ

髙田 健一郎 タカダ　ケンイチロウ 鈴木　康人 スズキ　ヤスヒト

陶山　高弘 スヤマ　タカヒロ 冨田　稔貴 トミタ　トシキ

寺本　一仁 テラモト　カズヒト 橋本　真明 ハシモト　マサアキ

關山　雄一 セキヤマ　ユウイチ 勝部　裕司 カツベ　ユウジ

島村　貴大 シマムラ　タカヒロ 桑澤　知近 クマザワ　マサチカ

關　　隼平 セキ　シュンペイ 齊藤　　隼 サイトウ　ジュン

川畑　康和 カワバタ　ヤスカズ 山田　知秀 ヤマダ　トモヒデ

亀田 哲二郎 カメダ　テツジロウ 川ノ上 舞美 カワノカミ　マミ

北島 壮一郎 キタジマ　ソウイチロウ 孫　　梅婷 ソン　メイテイ

梅澤　俊介 ウメザワ　シュンスケ 中川　拓巳 ナカガワ　タクミ

佐藤　敏紀 サトウ　トシノリ 藤岡　英樹 フジオカ　ヒデキ

日置　拓磨 ヒオキ　タクマ 村田　道春 ムラタ　ミチハル

西村　雅貴 ニシムラ　マサキ 杉山　純次 スギヤマ　ジュンジ

山本　広樹 ヤマモト　ヒロキ 増田　修一 マスダ　シュウイチ

引地 信一朗 ヒキチ　シンイチロウ 両澤　　恒 モロサワ　ヒサシ

松井　隆好 マツイ　タカヨシ 箕浦　賢治 ミノウラ　ケンジ

福田　泰福 フクダ　ヤスヒロ 佐野　昌司 サノ　ショウジ

- - 市田　洋志 イチダ　ヒロシ

永山 勇一郎 ナガヤマ　ユウイチロウ 河本　祐志 カワモト　ユウジ

佐々木 丈也 ササキ　タケヤ 田邉　佑哉 タナベ　ユウヤ

小山　貴史 コヤマ　タカシ 沢田　幸宏 サワダ　ユキヒロ

廣道　憲次 ヒロミチ　ケンジ 鈴木　雅之 スズキ　マサユキ

東田　雅之 ヒガシダ　マサユキ 村松　泰行 ムラマツ　ヤスユキ

平田　竹志 ヒラタ　タケシ 田添　裕嗣 タゾエ　ユウジ

横山　浩二 ヨコヤマ　コウジ 湯浅　誠司 ユアサ　セイジ

浅野　雄貴 アサノ　ユウキ 久保　敦嗣 クボ　アツシ

島村　卓樹 シマムラ　タカキ 森戸　秀知 モリト　ヒデトモ

秋葉　政信 アキバ　マサノブ 小林　元 コバヤシ　ゲン

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

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！

◀ 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
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リコージャパン株式会社

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

関東E
組合せ【3月5日（日）　千葉よみうりカントリークラブ】

№

1

2

3

4

5

キーサイト・テクノロジー株式会社

双日株式会社

キーサイト・テクノロジー株式会社

双日株式会社

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

正栄食品工業株式会社

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

医療法人　医善会

伊藤忠プラスチックス株式会社

スタート
時間

医療法人　医善会

伊藤忠プラスチックス株式会社

Aチーム

　O U T I　N

TEAM IZENKAI

CIPS east

7:14

7:21

7:28

7:35

7:42

三菱重工パワーインダストリー株式会社 三菱重工パワーインダストリー

双日ゴルフ部 Aチーム

Bチーム

双日ゴルフ部 Bチーム

CTC-A

ほぼ関西人

CTC-B

キーサイト・テクノロジー株式会社

双日株式会社

キーサイト・テクノロジー株式会社

双日株式会社

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

正栄食品工業株式会社

№

1

2

3

4

5

Aチーム

双日ゴルフ部 Aチーム

Bチーム

双日ゴルフ部 Bチーム

CTC-A

ほぼ関西人

CTC-B

TEAM IZENKAI

CIPS east

三菱重工パワーインダストリー

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

MCLS

6

古河エレコム株式会社 Falcon 古河エレコム株式会社 Falcon

三菱重工パワーインダストリー株式会社

6

三菱商事ライフサイエンス株式会社 MCLS

7:56

三菱商事ライフサイエンス株式会社

TTFHゴルフ部

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

東京建物不動産販売株式会社 TTFHゴルフ部

8:03

東京建物不動産販売株式会社

BMSゴルフ部

8

株式会社リクルート 前田チルドレン 株式会社リクルート 前田チルドレン

8

ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社 BMSゴルフ部

8:10

ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社

JFE蔵前芝球軍団

9

株式会社商船三井 Team MOL 株式会社商船三井 Team MOL

9

JFEシビル株式会社 JFE蔵前芝球軍団

8:17

JFEシビル株式会社

イニシアG

10

ジェイシーエンジニアリング株式会社 JCE ジェイシーエンジニアリング株式会社 JCE

10

株式会社コスモスイニシア イニシアG

8:24

株式会社コスモスイニシア

11

三井住友ファイナンス＆リース株式会社 SMFL　チームA

8:38

三井住友ファイナンス＆リース株式会社 SMFL　チームA

11

セグエグループ株式会社 セグエグループAチーム セグエグループ株式会社 セグエグループAチーム

12

三井住友カード株式会社 SMCCゴルフ部

8:45

三井住友カード株式会社 SMCCゴルフ部

12

日本紙パルプ商事株式会社 Ａチーム 日本紙パルプ商事株式会社 Ａチーム

14

13

三井住友カード株式会社 SMCCゴルフ部 Ｂ

8:52

三井住友カード株式会社 SMCCゴルフ部 Ｂ

13

日本紙パルプ商事株式会社 Ｂチーム 日本紙パルプ商事株式会社 Ｂチーム

RJG-A

8:59

リコージャパン株式会社 RJG-A

大和ライフネクスト株式会社 チームUB 大和ライフネクスト株式会社 チームUB


