
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

佐藤　哲生 サトウ　テツオ 山内　惠司 ヤマウチ　ケイジ

岩橋　和輝 イワハシ　カズキ 爲政　淳也 タメマサ　ジュンヤ

水沼　正裕 ミズヌマ　マサヒロ 山村　裕一 ヤマムラ　ユウイチ

船橋　　智 フナバシ　サトル 泉　　尚行 イズミ　ナオユキ

中川　直紀 ナカガワ　ナオキ 安田　　仁 ヤスダ　ジン

田代　恒二 タシロ　コウジ ― ―

市村　直也 イチムラ　ナオヤ 保坂 雄一郎 ホサカ　ユウイチロウ

杉島　優輝 スギシマ　ユウキ 山﨑　達也 ヤマザキ　タツヤ

加藤　了資 カトウ　リョウスケ 和泉　吉郎 イズミ　ヨシロウ

渡邊　裕樹 ワタナベ　ユウキ 佐々木　康 ササキ　ヤスシ

土居　秀一 ドイ　シュウイチ 白崎　憲治 シラサキ　ケンジ

― ― 山﨑　一樹 ヤマザキ　カズキ

白井　孝則 シライ　タカノリ 鶴岡　武人 ツルオカ　タケト

筒井　宏和 ツツイ　ヒロカズ 村上　真一 ムラカミ　シンイチ

飯塚　文康 イイヅカ　フミヤス 永井　　均 ナガイ　ヒトシ

斎藤　克明 サイトウ　カツアキ 川俣　泰宏 カワマタ　ヤスヒロ

山崎　正章 ヤマザキ　マサアキ 田村　　悟 タムラ　サトル

上杉　亮太 ウエスギ　リョウタ 近江　　光 オウミ　ヒカル

長堀　大道 ナガホリ　マサミチ 伊原　大起 イハラ　ダイキ

原田　　豊 ハラダ　ユタカ 福田　慎吾 フクダ　シンゴ

館野　　正 タテノ　タダシ 臼井　一順 ウスイ　カズノリ

高橋　寛明 タカハシ　ヒロアキ 本橋　健次 モトハシ　ケンジ

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 松田　和彦 マツダ　カズヒコ

塙　　隆志 ハナワ　タカシ 下山　一平 シモヤマ　イッペイ

中川　勇人 ナカガワ　ハヤト 土屋 いくみ ツチヤ　イクミ

押野　健太 オシノ　ケンタ 澤邉 真由美 サワベ　マユミ

浅見 慎之介 アサミ　シンノスケ 河井　純子 カワイ　ジュンコ

宇野 まどか ウノ　マドカ 三浦　康文 ミウラ　ヤスフミ

野田　泰生 ノダ　ヤスオ 佐藤　雅宜 サトウ　マサノブ

坂田　裕紀 サカタ　ユウキ 武井　遼子 タケイ　リョウコ

長倉　聖弥 ナガクラ　セイヤ ― ―

篠原　　亮 シノハラ　リョウ 渡部　祐士 ワタナベ　ユウジ

芹澤　　徹 セリザワ　トオル 永井　隆寛 ナガイ　タカヒロ

中島　圭一 ナカシマ　ケイイチ 中島　修一 ナカジマ　シュウイチ

眞子　弘一 マナゴ　コウイチ 松波　聖文 マツナミ　タカフミ

石橋 政一郎 イシバシ　セイイチロウ 今井　一雄 イマイ　カズオ

前田　昌輝 マエダ　ヨシテル 城坂　　勝 ジョウサカ　マサル

阿久津　健 アクツ　タケシ 松本　慎史 マツモト　シンジ

岡部 照比古 オカベ　テルヒコ 須崎　秀俊 スザキ　ヒデトシ

川上　高幸 カワカミ　タカユキ 高桑　　恒 タカクワ　ヒサシ

谷本　　基 タニモト　ハジメ 早川　正昭 ハヤカワ　マサアキ

住永 耕二郎 スミナガ　コウジロ
ウ

野崎　朗伸 ノザキ　アキノブ

佐藤　直人 サトウ　ナオト 高田　　篤 タカダ　アツシ

佐貫　耕平 サヌキ　コウヘイ

森　　大夢 モリ　ヒロム

浅井　康雄 アサイ　ヤスオ

長野　勝嗣 ナガノ　マサシ

HISYSゴルフ部Cチーム

10

日本生命保険相互会社 星友会ゴルフ部B 日本生命保険相互会社 星友会ゴルフ部B

10

株式会社日立システムズ HISYSゴルフ部Cチーム

9:24

株式会社日立システムズ

星友会ゴルフ部A

9

日本無線株式会社 Team JRC 日本無線株式会社 Team JRC

9

日本生命保険相互会社 星友会ゴルフ部A

9:17

日本生命保険相互会社

大成建設ゴルフ部Ｃチーム

8

株式会社リクルート チームへたっぴ 株式会社リクルート チームへたっぴ

8

大成建設株式会社 大成建設ゴルフ部Ｃチーム

9:10

大成建設株式会社

TAXAN　B

7

イリソ電子工業株式会社 IRISO イリソ電子工業株式会社 IRISO

7

加賀電子株式会社 TAXAN　B

9:03

加賀電子株式会社

ATJ Bチーム

6

加賀電子株式会社 TAXAN　A 加賀電子株式会社 TAXAN　A

6

株式会社オートテクニックジャパン ATJ Bチーム

8:56

株式会社オートテクニックジャパン

№

1

2

3

4

5

Ａチーム

スーパーよりぞうGOD

Ｂチーム

トキワ

NX Aチーム

Ｃチーム

NX Bチーム

それだけはいやや～

ATJチームA

　O U T I　N

それだけはいやや～

ATJチームA

8:21

8:28

8:35

8:42

8:49

株式会社野村総合研究所 NAG-N

スーパーよりぞうGOD

Ｂチーム

トキワ

NX Aチーム

Ｃチーム

NX Bチーム

株式会社東栄住宅

農林中央金庫

株式会社東栄住宅

株式会社 トキワ

日本通運株式会社

株式会社東栄住宅

日本通運株式会社

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D
組合せ【2023年2月25日（土）イーストウッドカントリークラブ】

№

1

2

3

4

5

株式会社東栄住宅

農林中央金庫

株式会社東栄住宅

株式会社 トキワ

日本通運株式会社

株式会社東栄住宅

日本通運株式会社

株式会社斎藤精機

株式会社オートテクニックジャパン

スタート
時間

株式会社斎藤精機

株式会社オートテクニックジャパン

株式会社野村総合研究所 NAG-N

Ａチーム

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

11

株式会社日立システムズ HISYSゴルフ部Dチーム

9:31

株式会社日立システムズ HISYSゴルフ部Dチーム

11

東ソー株式会社 TOSOH 東京 ナイガイ株式会社 NAIGAI

12

東ソー株式会社 TOSOH 東京

9:38 12

ナイガイ株式会社 NAIGAI

　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。


