
第１６回 ＲＥＬＯ ＣＬＵＢ 全日本企業対抗ゴルフトーナメント
『リクルートＣＵＰ２０１７団体戦』

南関東C 組合せ【9月9日（土）東千葉カントリークラブ】

№
選手名 フリガナ 企業名 チーム名 スタート

時間

選手名 フリガナ 企業名 チーム名
№

　O U T I　N

1

大渕　秀樹 オオフチ　ヒデキ
株式会社長谷工コーポレーション 長谷工Ａチーム

7:04

大津　淳一 オオツ　ジュンイチ
株式会社長谷工コーポレーション 長谷工Ａチーム

1
那須　幸司 ナス　コウジ 籠島　　巧 カゴシマ　タクミ

永田　　亮 ナガタ　リョウ
パークタワーホテル株式会社 Park Hyatt Tokyo

米田　浩一 ヨネダ　コウイチ
パークタワーホテル株式会社 Park Hyatt Tokyo

松本　和浩 マツモト　カズヒロ 長尾　祥平 ナガオ　ショウヘイ

2

秋田　大輔 アキタ　ダイスケ
三井生命保険株式会社 TEAM MGC

7:12

藤田　宗久 フジタ　モトヒサ
三井生命保険株式会社 TEAM MGC

2
鈴木　美子 スズキ　ヨシコ 新北　将幸 シンボク　マサユキ

堀越　博文 ホリコシ　ヒロフミ
株式会社 NTTドコモ

ドコモゴルフクラブ
Eチーム

嶋田 真由美 シマダ　マユミ
株式会社 NTTドコモ

ドコモゴルフクラブ
Eチーム羽方　伸夫 ハカタ　ノブオ 新井　和美 アライ　カズミ

3

飯沼　和重 イイヌマ　カズシゲ
川重冷熱工業株式会社 Team"WILLHEAT"

7:20

田中　博之 タナカ　ヒロユキ
川重冷熱工業株式会社 Team"WILLHEAT"

3
小菅　　誠 コスガ　マコト 小野　鐘一 オノ　ショウイチ

遠藤　昌人 エンドウ　マサト
アリスタライフサイエンス株式会社 TORATORA

阿部　智征 アベ　トモユキ
アリスタライフサイエンス株式会社 TORATORA

野上　雄平 ノガミ　ユウヘイ 尾畑 満紀子 オバタ　マキコ

4

三浦 堅太郎 ミウラ ケンタロウ
株式会社 京葉銀行 京葉銀行

7:28

児島　智文 コジマ　トモフミ
株式会社 京葉銀行 京葉銀行

4
小林　俊一 コバヤシ　シュンイチ 鈴木　剛弘 スズキ　タカヒロ

林　　知之 ハヤシ　トモユキ
東京システムハウス株式会社 ゴルフ部

山下　孝幸 ヤマシタ　タカユキ
東京システムハウス株式会社 ゴルフ部

栗原　慎平 クリハラ　シンペイ 西原 由貴雄 ニシハラ　ユキオ

5

眞子　弘一 マナゴ　コウイチ
日本無線株式会社 JRC 

7:36

塙　　恭治 ハナワ　キョウジ
日本無線株式会社 JRC 

5
松波　聖文 マツナミ　タカフミ 中島　圭一 ナカシマ　ケイイチ

大宮　智弘 オオミヤ　トモヒロ
株式会社ヤマタネ ヤマタネGBチーム

飯塚　弘孝 イイヅカ　ヒロタカ
株式会社ヤマタネ ヤマタネGBチーム

藤田　和也 フジタ　カズヤ 福島　　純 フクシマ　ジュン

6

水野　直史 ミズノ　ナオフミ
カルソニックカンセイ株式会社 Fire Fighter 2017

7:44

京山　幸三 キョウヤマ　コウゾウ
カルソニックカンセイ株式会社 Fire Fighter 2017

6
石井　　知 イシイ　サトル 大喜　憲一 オオキ　ケンイチ

小林　和重 コバヤシ　カズシゲ
株式会社IHI扶桑エンジニアリング ＩＦＥゴルフ部

澤　　一人 サワ　カズト
株式会社IHI扶桑エンジニアリング ＩＦＥゴルフ部

太田　三雄 オオタ　ミツオ 高水　　保 タカミズ　タモツ

7

中山　泰宏 ナカヤマ　ヤスヒロ
ネットアップ株式会社 NetApp Team V

7:52

谷口　浩明 タニグチ　ヒロアキ
ネットアップ株式会社 NetApp Team V

7
鳥江　英樹 トリエ　ヒデキ 笹　　岳二 ササ ガクジ

山本　　洋 ヤマモト　ヒロシ
出光興産株式会社 出光チームN

野村　浩樹 ノムラ　コウキ
出光興産株式会社 出光チームN

岡田　　浩 オカダ　ヒロシ 佐藤　拓馬 サトウ　タクマ

—　　　　調　　　整　　　枠　　　　—

8

亀元　秀幸 カメモト　ヒデユキ
株式会社日立システムズ ＨＩＳＹＳ Ａチーム

8:08

菱倉　健一 ヒシクラ　ケンイチ
株式会社日立システムズ ＨＩＳＹＳ Ａチーム

8
畑　　孝治 ハタ　コウジ 小沼　隆史 オヌマ　タカシ

和田　康弘 ワダ　ヤスヒロ
マイクロンジャパン株式会社 Team Micron

原田　宏昌 ハラダ　ヒロマサ
マイクロンジャパン株式会社 Team Micron

宮部　　茂 ミヤベ　シゲル 中崎　晶悟 ナカザキ　ショウゴ

9

田口　　良 タグチ　リョウ
三井物産アイ・ファッション株式会社 チームMIF

8:16

関根　裕一 セキネ　ユウイチ
三井物産アイ・ファッション株式会社 チームMIF

9
工藤　　遼 クドウ　リョウ 山中　俊 ヤマナカ　シュン

城坂　　勝 ジョウサカ　マサル
株式会社日立システムズ ＨＩＳＹＳ Bチーム

原田　勝彌 ハラダ　カツヤ
株式会社日立システムズ ＨＩＳＹＳ Bチーム

南後　明宏 ナンゴ　アキヒロ 早川　正昭 ハヤカワ　マサアキ

10

河本　祐志 カワモト　ユウジ
三井住友カード株式会社 Team Age-Shooting

8:24

大野　　誠 オオノ　マコト
三井住友カード株式会社 Team Age-Shooting

10
槙島　太一 マキシマ　タイチ 兼田　大嗣 カネダ　タイシ

木内　　充 キウチ　ミツル
社会保険診療報酬支払基金 チーム新橋

阿部　和博 アベ　カズヒロ
社会保険診療報酬支払基金 チーム新橋

小河原 義徳 コガワラ　ヨシノリ 松井　一洋 マツイ　カズヒロ

11

山川　正洋 ヤマカワ　マサヒロ
WARNER BROS. JAPAN LLC Team BugsBros

8:32

畠山　　宏 ハタケヤマ　ヒロシ
WARNER BROS. JAPAN LLC Team BugsBros

11
桜井　利行 サクライ　トシユキ 野坂　佳伸 ノザカ　ヨシノブ

笹原　啓史 ササハラ　ヒロチカ
フェデラル エクスプレス チーム桜 ２

辻本　昌也 ツジモト　マサヤ
フェデラル エクスプレス チーム桜 ２

永吉　　岳 ナガヨシ　ガク 山里　敏文 ヤマザト　トシフミ

12

細淵　重樹 ホソブチ　シゲキ
フェデラルエクスプレス チーム桜 １

8:40

後藤　　暁 ゴトウ　サトル
フェデラルエクスプレス チーム桜 １

12
久本　　賢 ヒサモト　ケン 伊藤　浩之 イトウ　ヒロユキ

芹澤　俊彦 セリザワ　トシヒコ
仰星監査法人 アカミラ

青木　　茂 アオキ　シゲル
仰星監査法人 アカミラ

山﨑　清孝 ヤマザキ　キヨタカ 藤村　大生 フジムラ　ダイキ

13

柿崎　浩二 カキザキ　コウジ
あかつき証券株式会社 あかつき

8:48

前田　卓紀 マエダ　タクノリ
あかつき証券株式会社 あかつき

13
副田　治郎 ソエダ　ジロウ 横田　和史 ヨコタ　カズシ

西村　泰彦 ニシムラ　ヤスヒコ
三洋貿易株式会社 PHOENIX Ａチーム

小貫山 謙三 オヌキヤマ　ケンゾウ
三洋貿易株式会社 PHOENIX Ａチーム

添田　　篤 ソエダ　アツシ 松柳　英作 マツヤナギ　エイサク

14

藤井　大輔 フジイ　ダイスケ
松戸市役所 やさシティまつど

8:56

竹本　恭士 タケモト　キョウスケ
松戸市役所 やさシティまつど

14
金子　　剛 カネコ　ツヨシ 両角　　崇 モロスミ　タカシ

小川 いずみ オガワ　イズミ
株式会社 三菱東京UFJ銀行 BTMU－Dチーム

加藤　　忠 カトウ　タダシ
株式会社 三菱東京UFJ銀行 BTMU－Dチーム

西尾　優子 ニシオ　ユウコ 小野　和男 オノ　カズオ

—　　　　調　　　整　　　枠　　　　—

15

小泉　　充 コイズミ　ミツル
株式会社野村総合研究所 チームZ

9:12

清水　勝利 シミズ　カツトシ
株式会社野村総合研究所 チームZ

15
嶌田　兼光 シマダ　カネミツ 高尾　和成 タカオ　カズナリ

加藤　剛 カトウ　ツヨシ
旭化成株式会社 チーム　イヒ

久保田 淳雄 クボタ　アツオ
旭化成株式会社 チーム　イヒ

田中　直樹 タナカ　ナオキ 星野　敏子 ホシノ　トシコ

16

柴田　泰三 シバタ　タイゾウ
三菱商事株式会社 同好会 B

9:20

岸田　佑典 キシダ　ユウスケ
三菱商事株式会社 同好会 B

16
炭元　成介 スミモト　セイスケ 田公　幸治 タキミ　コウジ

須﨑　隆寛 スサキ　タカヒロ
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 CTC-なんちゃってAチーム

小田切　亮 オダギリ　リョウ
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 CTC-なんちゃってAチーム

大鹿　順司 オオシカ　ジュンジ 細江　暁大 ホソエ　アキヒロ

17

小野　高義 オノ　タカヨシ
株式会社青山財産ネットワークス AZシュート

9:28

高田　　涼 タカダ　リョウ
株式会社青山財産ネットワークス AZシュート

17
蓮見　正純 ハスミ　マサズミ 唐木田　彰 カラキダ　アキラ

藤井　雅美 フジイ　マサミ
富士ゼロックス株式会社 チームC

柳澤　　修 ヤナギサワ　オサム
富士ゼロックス株式会社 チームC

増田　志野 マスダ　シノ 桑野　　佳子 クワノ　ケイコ

18

近藤　　誠 コンドウ　マコト
富士ゼロックス株式会社 チームB

9:36

徳永　　享 トクナガ　トオル
富士ゼロックス株式会社 チームB

18
安藤　広基 アンドウヒロモト 宮内　　浩 ミヤウチヒロシ

甲斐　敏彦 カイ　トシヒコ
日機装株式会社 日機装ゴルフ部

甲斐　　陽 カイ　アキラ
日機装株式会社 日機装ゴルフ部

福田　淳二 フクダ　ジュンジ 大槻　　康 オオツキ　コウ

19

鴨志田 義信 カモシダ　ヨシノブ
富士ゼロックス株式会社 チームA

9:44

古屋　　淳 フルヤ　ジュン
富士ゼロックス株式会社 チームA

19
小西  敏彦 コニシ　トシヒコ 相原 一雄 アイハラ　カズオ

清田　直文 キヨタ　ナオフミ
ほけんの窓口グループ株式会社 ほけんの窓口 ゴルフ部

岡部　昌裕 オカベ　マサヒロ
ほけんの窓口グループ株式会社 ほけんの窓口 ゴルフ部

関根　大輔 セキネ　ダイスケ 佐藤　泰夫 サトウ　ヤスオ

20

青木　　拓 アオキ　タクミ
Apple Japan, Inc. 非公認ゴルフ同好会

9:52

森田　武弘 モリタ　タケヒロ
Apple Japan, Inc. 非公認ゴルフ同好会

20
平原　裕之 ヒラハラ　ヒロユキ 岡部　太郎 オカベ　タロウ

鈴木　啓行 スズキ　ヒロユキ
中電防災株式会社 たけちゃん2017

浅澤　　聡 アサザワ　サトシ
日本マイクロソフト株式会社 MSゴルフ部

藤本　一浩 フジモト　コウジ 佐藤　正毅 サトウ　マサキ

21

渡邊　　元 ワタナベ　ゲン
日本マイクロソフト株式会社 MSゴルフ部

10:00
白鳥　達也 シラトリ　タツヤ

竹田　久嘉 タケダ　ヒサヨシ
中電防災株式会社 たけちゃん2017

竹田　純二 タケダ　ジュンジ

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。

　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。

※組合せ表の左側は選手名、右側は企業名・チーム名です。

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！

 http://www.facebook.com/home.php#!/welfarecup

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


