
第１５回 ＲＥＬＯ ＣＬＵＢ 全日本企業対抗ゴルフトーナメント
『じゃらんゴルフＣＵＰ２０１６団体戦』

南関東地区予選Ｂ会 組合せ【７月１８日(月祝)　よみうりゴルフ倶楽部】

 
選手名     企業名    名

   
 時間

選手名     企業名    名
 

        

 

森岡  誠         株式会社
      商会

      

    

東川 茂樹        株式会社
      商会

      

 
内田 貞至        丹治  孝        

和田 昌佳                  
    株式会社

    
青戸 英二                  

    株式会社
    

青木 秀雄        中村 智生         

 

山本 大介          株式会社       
          

       

    

真田 幹己        株式会社       
          

       

 
大野 陽裕         薮崎 敬祐          

白石  博         株式会社
      商会

      
丸山 喜史          株式会社

      商会
      

横山 正直          清水 正彦         

 

谷村  優         株式会社     
          

     

    

中村 隆洋          株式会社     
          

     

 
武下 真典          鴨下 文哉         

桃井  篤        
東急建設株式会社      同好会 

末松 直紀         
東急建設株式会社      同好会 

岡本 雅之          廣川 賢二         

 

山口 久人         
横浜農業協同組合   横浜   部

    

入内島 治           
横浜農業協同組合   横浜   部

 
中村 繁明          山口 直志          

上田 太郎                               
               

          
水村 幸子                                

               
          

森  秀爾        山本 盛人          

 

米谷 直樹                生命保険
株式会社

          

    

宗藤 真司         
       生命保険株式会社          

 
小山 聡章         對馬 英樹        

園田  有        
東急建設株式会社      同好会 

石田 俊宏         
東急建設株式会社      同好会 

大海 敏彦          塩入 大祐          

 

佐 木 雅幸         
東急建設株式会社      同好会 

    

八城 泰衛         
東急建設株式会社      同好会 

 
樋口 稔洋         岩井 辰夫        

野村  均        
東京建物株式会社 東京建物 

前田  靜        
東京建物株式会社 東京建物 

鈴木 康史        林  哲也        

 

矢内 良樹        
東京建物株式会社 東京建物 

    

川添 有一          
東京建物株式会社 東京建物 

 
福澤 勇二         廣瀬 信行         

小山 博生        
富士    株式会社    足柄

土肥 幸児       
富士    株式会社    足柄

近藤 雅彦          畠 賢一郎          

 

堀越 博文          
株式会社      

         
    

    

今富  浩司         
株式会社      

         
    

 
伊原  寿        川瀬  裕吾        

水谷 和雄         長島大野常松
法律事務所

       
森田 耕司        

長島大野常松法律事務所        
角谷 直紀         田中 俊平          

 

大谷  博        
能美防災株式会社     

    

藤原 康之          
能美防災株式会社     

 
高垣 哲也         岸本 純一           

内野 隆浩         
     川崎    部    

村田  篤        
     川崎    部    

白井 克典         関口  章         

  

森川 俊宏          
    株式会社    美子  

    

金  剛秀       
    株式会社    美子  

  
松久保 洋一          榎本  剛        

兼松 宏安          
能美防災株式会社     

竹石 和弘          
能美防災株式会社     

遠藤 英人         加藤 義広         

  

春日 静夫        千代田化工建設
株式会社

   部

     

松原  勲         
千代田化工建設株式会社    部

  
田所 真一          弘田  隆一          

林  正昭         
       株式会社     軍  軍

鶴見 義明         
       株式会社     軍  軍

八條 隆浩           長谷川 敏之          

  

櫻江 正幸          
加賀電子株式会社 加賀電子 

     

塙  隆志        
加賀電子株式会社 加賀電子 

  
塚本  厚         河崎 賢一郎            

久下  裕       株式会社   
          

      
馬場 雅之        

株式会社                   
山地  享        向井 輝繁         

  

小野 和男       株式会社
三菱東京   銀行

      

     

中村 研一郎            
株式会社三菱東京   銀行       

  
髙倉 永完          河合 祐治        

大塚 邦彦          
加賀電子株式会社 加賀電子 

青柳  剛        
加賀電子株式会社 加賀電子 

丸山 博昭          井上 裕太郎           

注意事項
   組合  欠場者    場合変更          
 組合  変更 備 選手各位時間 余裕     来場     
 大会当日                 科         
     進行 十分注意       
 受付   知      時間 所定 場所 集合       
      遅  場合失格      
           守   選手 出場  断   場合      
 組合 表 左側 選手名 右側 企業名    名      

          大会公式      開設 
   

 是非       押  一緒 大会 盛 上    
 大会 写真 動画   満載 

                                              

今年も決勝大会の模様が1月に番組放送決定！


