
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

會田　貞光 アイダ　サダミツ 時田 清一郎 トキタ　セイイチロウ

大槻　智輝 オオツキ　トモテル 塩野谷 好美 シオノヤ　ヨシミ

及川　良三 オイカワ　リョウゾウ 森川　俊宏 モリカワ　トシヒロ

上銘　　均 ジョウメイ　ヒトシ 榎本　　剛 エノモト　ゴウ

藤井　慎吾 フジイ　シンゴ 岡田　大輔 オカダ　ダイスケ

瀧波　りら タキナミ　リラ 池田　欣生 イケダ　ヨシオ

中村　昌樹 ナカムラ　マサキ 武田　行平 タケダ　コウヘイ

上村　恵吾 カミムラ　ケイゴ 木村　暢臣 キムラ　ノブオミ

河村　光徳 カワムラ ミツノリ 金成　圭一 カンナリ　ケイイチ

長野　雅広 ナガノ　マサヒロ 木幡　　仁 コワタ　ヒトシ

高橋　大輔 タカハシ　ダイスケ 高田　知紀 タカダ　トモノリ

中條 信一郎 ナカジョウ　シンイチロウ 湯村　　猛 ユムラ　タケシ

反町　希一 ソリマチ　キイチ 石座　大嗣 イシザ　ヒロシ

白木　悠貴 シラキ　ヒロタカ 小林　　幹 コバヤシ　ミキ

山本　賢二 ヤマモト　ケンジ 谷戸　充彦 タニド　アツヒコ

木下　和也 キノシタ　カズヤ 桜井　慶和 サクライ　ヨシカズ

高松　邦成 タカマツ　クニナリ 遠藤　大介 エンドウ　ダイスケ

中塚　功二 ナカツカ　コウジ 宇都　隆博 ウト　タカヒロ

釘宮　英治 クギミヤ　エイジ 高倉 甲一朗 タカクラ　コウイチロウ

半田　純一 ハンダ　ジュンジチ 青木　健太 アオキ　ケンタ

ー ー 日野　貴博 ヒノ　タカヒロ

牛口　真治 ウシグチ　シンジ 中田　慶吾 ナカタ　ケイゴ

玖島　周平 クシマ　シュウヘイ 田際　裕介 タギワ　ユウスケ

岸　　靖夫 キシ　ヤスオ 原　　聡希 ハラ　ヨシキ

ー ー 佐野　裕樹 サノ　ユウキ

飯島　　勇 イイジマ　イサム 國澤　拓也 クニサワ　タクヤ

阿部　茂雄 アベ　シゲオ 箱川　　亮 ハコガワ　リョウ

鈴木　伸且 スズキ　ノブカツ 松重　忠之 マツシゲ　タダユキ

柴田　成幸 シバタ　シゲユキ 村上　和宏 ムラカミ　カズヒロ

猪飼　克一 イカイ　カツイチ 竹内　雅輝 タケウチ　マサキ

犬塚　正典 イヌツカ　マサノリ 添田 新太郎 ソエダ　シンタロウ

内田　武志 ウチダ　タケシ 大角　洋行 オオスミ　ヒロユキ

橋本　恒三 ハシモト　コウゾウ 小紫　哲也 コムラサキ　テツヤ

大山　英朗 オオヤマ　ヒデアキ 木村　恭大 キムラ　ヤスヒロ

木内　武文 キウチ　タケフミ 飯嶋　克寿 イイジマ　カツヒサ

吉池　　隆 ヨシイケ　タカシ 内田　一秀 ウチダ　カズヒデ

宮﨑　哲也 ミヤザキ　テツヤ

岩田　　強 イワタ　ツヨシ

藤柳　慶史 フジヤナギ　ヨシフミ

中村　　中 ナカムラ　アタル

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

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A
組合せ【2月4日（土）こだまゴルフクラブ】

№

1

2

3

4

5

株式会社アイダ設計

エーザイ株式会社

双日株式会社

エーザイ株式会社

東京建物不動産販売株式会社

みずほフィナンシャルグループ

楽天グループ株式会社

みずほフィナンシャルグループ

大成建設株式会社

スタート
時間

みずほフィナンシャルグループ

大成建設株式会社

株式会社NTTデータ・フィナンシャルテクノロジー FTGC１

アイダ設計

　O U T I　N

みずほゴルフ部Bチーム

大成建設ゴルフ部Ａチーム

8:35

8:42

8:49

8:56

9:03

株式会社NTTデータ・フィナンシャルテクノロジー FTGC１

とんかつは、ロース派

双日ゴルフ部

とんかつは、ヒレ派

TTFHゴルフ部

みずほゴルフ部Aチーム

R: Eagle

№

1

2

3

4

5

アイダ設計

とんかつは、ロース派

双日ゴルフ部

とんかつは、ヒレ派

TTFHゴルフ部

みずほゴルフ部Aチーム

R: Eagle

みずほゴルフ部Bチーム

大成建設ゴルフ部Ａチーム

株式会社アイダ設計

エーザイ株式会社

双日株式会社

エーザイ株式会社

東京建物不動産販売株式会社

みずほフィナンシャルグループ

楽天グループ株式会社

大成建設ゴルフ部Ｂチーム

6

株式会社NTTデータ・フィナンシャルテクノロジー FTGC2 株式会社NTTデータ・フィナンシャルテクノロジー FTGC2

6

大成建設株式会社 大成建設ゴルフ部Ｂチーム

9:10

大成建設株式会社

NOMURA team Ｘ

7

株式会社ビジネスブレイン太田昭和 三位一体 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 三位一体

7

野村證券株式会社 NOMURA team Ｘ

9:17

野村證券株式会社

NOMURA team Ｙ

8

株式会社ラック Team LAC 株式会社ラック Team LAC

8

野村證券株式会社 NOMURA team Ｙ

9:24

野村證券株式会社

NOMURA team Z

9

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド なんちゃってAチーム 株式会社プライムバンク プライム1

9

野村證券株式会社 NOMURA team Z

9:31

野村證券株式会社

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド なんちゃってAチーム

10

株式会社プライムバンク プライム1

9:38


