
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

古澤　　孝 フルサワ　タカシ 有田　竜徳 アリタ　タツノリ

三並　史典 ミナミ　フミノリ 小田　康浩 オダ　ヤスヒロ

松岡　英志 マツオカ　ヒデユキ 小松　夏樹 コマツ　ナツキ

奈良　和史 ナラ　カズシ 上田　健太 ウエダ　ケンタ

町田　　宙 マチダ　ユウ 今成　　亘 イマナリ　ワタル

佐々木 達也 ササキ　タツヤ 朝生　光洋 アソウ　ミツヒロ

勝又　誠也 カツマタ　セイヤ 大村　雅之 オオムラ　マサユキ

志村　史生 シムラ　フミオ 渡辺　正志 ワタナベ　マサシ

市川　寛素 イチカワ　ヒロモト 田嶋　幹大 タジマ　トモヒロ

田村　綾次 タムラ　リョウジ 田渕　恭平 タブチ　キョウヘイ

岩井 雄次郎 イワイ　ユウジロウ 川邉　裕登 カワベ　ユウト

福井 真一郎 フクイ　シンイチロウ 吉田　拓樹 ヨシダ　ヒロキ

岩橋　雅一 イワハシ　マサカズ 岩橋　史弥 イワハシ　フミヤ

岩橋　優子 イワハシ　ユウコ 木下　雅大 キノシタ　マサヒロ

重田　浩司 シゲタ　コウジ 太田　知倫 オオタ　トモミチ

吉田　龍太 ヨシダ　リュウタ 中村　隆之 ナカムラ　タカユキ

中井　康之 ナカイ　ヤスユキ 新倉　秀雄 ニイクラ　ヒデオ

堀籠　正浩 ホリゴメ　マサヒロ 高木　貴洋 タカギ　タカヒロ

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

山川　博功 ヤマカワ　ヒロノリ 五十嵐 将人 イガラシ　マサト

片山　徹之 カタヤマ　テツシ 水山　英一 ミズヤマ　エイイチ

島津　忠由 シマヅ　タダヨシ 滝沢　周平 タキザワ　シュウヘイ

伊東　靖彦 イトウ　ヤスヒコ 松山　　聡 マツヤマ　サトシ

鳥海　宏志 トリウミ　ヒロシ 田中　裕崇 タナカ　ヒロタカ

中島　昇吾 ナカジマ　ショウゴ 小山内　裕 オサナイ　ヒロシ

荒巻　健人 アラマキ　ケント 畠山　豊次 ハタケヤマ　トヨツグ

小泉　幸基 コイズミ　ユキモト 横井　捷人 ヨコイ　ハヤト

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 スギサキ　ミツアキ

春日　静夫 カスガ　シズオ 石黒　謙一 イシグロ　ケンイチ

中村　将弘 ナカムラ　マサヒロ 弘田　隆一 ヒロタ　リュウイチ

林　　知幸 ハヤシ　トモユキ 小川　栄治 オガワ　エイジ

大坊　雄二 ダイボウ　ユウジ 倉岡　俊輔 クラオカ　シュンスケ

久保　　努 クボ　ツトム 浅野　勝己 アサノ　カツミ

正西　康英 マサニシ　ヤスヒデ 和田　貴之 ワダ　タカユキ

杉山　　圭 スギヤマ　ケイ 作山　洋貴 サクヤマ　ヒロキ

澤田　政史 サワダ　マサフミ 内田　恭平 ウチダ　キョウヘイ

四十谷 裕之 アイタニ　ヒロユキ 星　　英明 ホシ　ヒデアキ

黒島　浩一 クロシマ　コウイチ 阿部　　司 アベ　ツカサ

埼玉医科大学病院ゴルフ部

10

アビームコンサルティング株式会社 Team NASA アビームコンサルティング株式会社 Team NASA

10

埼玉医科大学病院 埼玉医科大学病院ゴルフ部

10:31

埼玉医科大学病院

ＢＳフジ

9

株式会社ラキール チームラキール 株式会社ラキール チームラキール

9

株式会社ビーエスフジ ＢＳフジ

10:24

株式会社ビーエスフジ

リコージャパンAチーム

8

千代田化工建設株式会社 ゴルフ部 千代田化工建設株式会社 ゴルフ部

8

リコージャパン株式会社 リコージャパンAチーム

10:17

リコージャパン株式会社

前へB

7

株式会社 三菱UFJ銀行 チームC 株式会社 三菱UFJ銀行 チームC

7

株式会社ビィ・フォアード 前へB

10:10

株式会社ビィ・フォアード

株式会社 三菱UFJ銀行 チームＢ 株式会社 三菱UFJ銀行 チームＢ

6

株式会社ビィ・フォアード 前へA

10:03

株式会社ビィ・フォアード

CRGホールディングス株式会社

山梨大学

CRGホールディングス株式会社

古河エレコム株式会社

株式会社ゆうちょ銀行

大成建設株式会社

株式会社イワハシエキスプレス

前へA

6

№

1

2

3

4

5

CRG　Aチーム

チーム麻酔科

CRG　Bチーム

Falcon2

ペイレンジャー

大成建設ゴルフ部Ｄチーム

チームワン

チーム湘南

チームツー

チーム湘南

チームツー

9:21

9:28

9:35

9:42

9:49

株式会社リクルート 株式会社リクルート

チーム麻酔科

CRG　Bチーム

Falcon2

ペイレンジャー

大成建設ゴルフ部Ｄチーム

チームワン

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F
組合せ【2023年3月11日（土）　小田急藤沢ゴルフクラブ】

№

1

2

3

4

5

CRGホールディングス株式会社

山梨大学

CRGホールディングス株式会社

古河エレコム株式会社

株式会社ゆうちょ銀行

大成建設株式会社

株式会社イワハシエキスプレス

株式会社湘南カントリークラブ

株式会社イワハシエキスプレス

スタート
時間

株式会社湘南カントリークラブ

株式会社イワハシエキスプレス

株式会社リクルート 株式会社リクルート

CRG　Aチーム

　O U T I　N

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


