
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』

九州Ｃ 組合せ【7月29日（土）くまもと中央カントリークラブ】

№

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

合澤　貴博 アイザワ　タカヒロ

株式会社ほけんの１１０番 チームほっとん

7:32

石川 裕一朗 イシカワ　ユウイチロウ

株式会社ほけんの１１０番 チームほっとん

1
牧野　哲也 マキノ　テツヤ 亀井　哲洋 カメイ　テツヒロ

村上　英樹 ムラカミ　ヒデキ

武田薬品工業株式会社 ジャイアンズ
彦坂　拓郎 ヒコサカ　タクロウ

武田薬品工業株式会社 ジャイアンズ

信濃　光憲 シナノ　ミツノリ 長谷川　龍晴 ハセガワ　タツハル

2

木村　賢一 キムラ　ケンイチ

富士ゼロックス株式会社 チーム博多

7:39

原田　耕嗣 ハラダ　コウジ

富士ゼロックス株式会社 チーム博多

2
菅　　泰明 カン　ヤスアキ 賀谷　英俊 カヤ　ヒデトシ

土田　裕生 ツチダ　ヒロオ

株式会社インフォセンス チームインフォセンス
田村　隆史 タムラ　タカフミ

株式会社インフォセンス チームインフォセンス

倉富　俊和 クラトミ　トシカズ 中村　匡志 ナカムラ　タダユキ

3

後藤　幸宏 ゴトウ　ユキヒロ

株式会社 三好鉄工所 大分事業所 アイアンマンズ

7:46

橋本　文治 ハシモト　フミハル

株式会社 三好鉄工所 大分事業所 アイアンマンズ

3
古本　勝文 コモト　カツフミ 石川　哲夫 イシカワ　テツオ

北島　光幸 キタジマ　ミツユキ

株式会社 大気社 チームTKS
原田　健一 ハラダ　ケンイチ

株式会社 大気社 チームTKS

柿田　哲男 カキタ　テツオ 三重野 政広 ミエノ　マサヒロ

4

安藤　善朗 アンドウ　ヨシロウ

コヴィディエンジャパン株式会社 The Medtronic Journey

7:53

藤原　弘徳 フジワラ　ヒロノリ

コヴィディエンジャパン株式会社 The Medtronic Journey

4
高岡　浩之 タカオカ　ヒロユキ 川口　貴史 カワグチ　タカシ

松本　栄文 マツモト　ヨシフミ

富士電機ITソリューション株式会社 横好き会　チーム九州
稲葉　博俊 イナバ　ヒロトシ

富士電機ITソリューション株式会社 横好き会　チーム九州

新地　　貢 シンチ　ミツギ 金子　育宏 カネコ　ヤスヒロ

5

眞島　孝史 マジマ　タカフミ

バイエル薬品株式会社 チーム眞島

8:00

塩崎　健一 シオザキ　ケンイチ

バイエル薬品株式会社 チーム眞島

5
上杉　洋子 ウエスギ　ヨウコ 杉田　光広 スギタ　ミツヒロ

大前　公人 オオマエ　キミヒト

株式会社インフォグラム チーム　インフォグラム
倉員　繁昌 クラカズ　シゲマサ

株式会社インフォグラム チーム　インフォグラム

麻生　英輝 アソウ　ヒデキ 林田　文康 ハヤシダ　フミヤス

6

三浦　智広 ミウラ　トモヒロ

ファイザー株式会社 チームPJ 三浦

8:07

大田　和宏 オオタ　カズヒロ

ファイザー株式会社 チームPJ 三浦

6
垣内　信二 カキウチ　シンジ 三ツ股　淳二 ミツマタ　ジュンジ

中島　　誠 ナカジマ　マコト

日本ペイントマリン株式会社  チーム NOA
宿輪　洋介 シュクワ　ヨウスケ

日本ペイントマリン株式会社  チーム NOA

楢原　保司 ナラハラ　ヤスシ 林　　裕也 ハヤシ　ユウヤ

—　　調　　整　　枠　　－

7

野村　翔悟 ノムラ　ショウゴ

NEWGENERATIONSMIYAZAKI チームみやざき

8:21

林　聖一郎 ハヤシ　セイイチロウ

NEWGENERATIONSMIYAZAKI チームみやざき

7
藤元　昭太 フジモト　ショウタ 村社　　司 ムラコソ　ツカサ

濱田　洋一 ハマダ　ヨウイチ

ファイザー株式会社 チームPJ 濱田
久保　広幸 クボ　ヒロユキ

ファイザー株式会社 チームPJ 濱田

橋本　康一 ハシモト　コウイチ 今野　貴史 コンノ　タカシ

8

伊藤　健也 イトウ　ケンヤ

ファイザー株式会社 チームPJ 伊藤

8:28

京屋  栄司 キョウヤ　エイジ

ファイザー株式会社 チームPJ 伊藤

8
市橋　直樹 イチハシ　ナオキ 宮本　達也 ミヤモト　タツヤ

田口　正一 タグチ　ショウイチ

YKK AP株式会社 TEAM AP
北川　貴司 キタガワ　タカシ

YKK AP株式会社 TEAM AP

沖　　明寿 オキ　アキトシ 山岸　和功 ヤマギシ　カズナリ

9

芝田　泰明 シバタ　ヤスアキ

株式会社宇和島運輸交通社 SBT

8:35

大村　政雄 オオムラ　マサオ

株式会社宇和島運輸交通社 SBT

9
佐藤　哲宏 サトウ　アキヒロ 羽田野　聖 ハタノ　キヨシ

山本　達雄 ヤマモト　タツオ

日鉄住金テクノロジー株式会社 大分事業所 ガッツNSST大分
姫野　一雄 ヒメノ　イチオ

日鉄住金テクノロジー株式会社 大分事業所 ガッツNSST大分

高橋　順平 タカハシ　ジュンペイ 外園　雄策 ホカゾノ　ユウサク

10

小田原 文人 オダワラ　フミト

西邦電気工事株式会社 チーム せいほう

8:42

植竹　健一 ウエタケ　ケンイチ

西邦電気工事株式会社 チーム せいほう

10
豊田　一生 トヨダ　イッセイ 松島　昭治 マツシマ　ショウジ

江口　裕章 エグチ　ヒロアキ

戸田建設株式会社 九州支店 チームＴＯＤＡ－Ｋ
畑中　靖博 ハタナカ　ヤスヒロ

戸田建設株式会社 九州支店 チームＴＯＤＡ－Ｋ

西岡　公久 ニシオカ　キミヒサ 永尾  　誠 ナガオ  マコト

11

船田　大岳 フナダ　ヒロタケ

株式会社 センショウ センショウ

8:49

船田　大紀 フナダ　ヒロキ

株式会社 センショウ センショウ

11
宮嶋　勇樹 ミヤジマ　ユウキ 平塚　秀幸 ヒラツカ　ヒデユキ

松田　一彦 マツダ　カズヒコ

株式会社 松田自動車整備工場 チームナイス
田原 耕太郎 タハラ　コウタロウ

株式会社 松田自動車整備工場 チームナイス

藤本　典久 フジモト　ノリヒサ 渡　　啓隆 ワタリ　ヒロタカ

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
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※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。
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今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


