
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』

圏央Ｂ 組合せ【8月13日（日）森林公園ゴルフ倶楽部】

№

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

内野　直明 ウチノ　ナオアキ

澤藤電機株式会社 澤藤電機株式会社

8:00

菅　　博信 スガ　ヒロノブ

澤藤電機株式会社 澤藤電機株式会社

1
広島　重美 ヒロシマ　シゲミ 長谷川　保 ハセガワ　タモツ

新海　雅之 シンカイ　マサシ

株式会社 講談社 講談社 チームⅩ
木所　隆介 キドコロ　リュウスケ

株式会社 講談社 講談社 チームⅩ
高島 祐一郎 タカシマ　ユウイチロウ 河合　一磨 カワイ　カズマ

2

間宮　一博 マミヤ　カズヒロ

伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 MISI Bチーム

8:07

田川　正之 タガワ　マサユキ

伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 MISI Bチーム

2
御宿　浩二 ミヤド　コウジ 阪口　雅則 サカグチ　マサノリ

永島　伸幸 ナガシマ　ノブユキ

株式会社イード GRI
大山　　史 オオヤマ　ヒトシ

株式会社イード GRI
工木　大造 クギ　ダイゾウ 粕谷　有宏 カスヤ　トモヒロ

3

青木　恒典 アオキ　ツネノリ

株式会社 NTTドコモ ドコモゴルフクラブDチーム

8:14

小木曽 由浩 オギソ　ヨシヒロ

株式会社 NTTドコモ ドコモゴルフクラブDチーム

3
木道　俊一 キドウ　シュンイチ 渡辺　　敦 ワタナベ　アツシ

加藤 満春雄 カトウ　マスオ

株式会社 クレスコ Cresco-2
本田　一男 ホンダ　カズオ

株式会社 クレスコ Cresco-2
石井　直之 イシイ　ナオユキ 篠原　　功 シノハラ　イサオ

4

長田　匡生 オサダ　マサキ

株式会社クレスコ Cresco-1

8:21

五十嵐　崇 イガラシ　タカシ

株式会社クレスコ Cresco-1

4
佐藤　光輝 サトウ　ミツテル 菅原　　丈 スガワラ　ジョウ

市川　寛素 イチカワ　ヒロモト

株式会社ゆうちょ銀行 JPB
山崎　絵菜 ヤマザキ　エナ

株式会社ゆうちょ銀行 JPB
三澤　裕輔 ミサワ　ユウスケ 江口　幸秀 エグチ　ユキヒデ

5

大澤　晴見 オオサワ　ハルミ

株式会社大塚商会 Ｔeam　Do-Luck

8:28

植松　紀明 ウエマツ　ノリアキ

株式会社大塚商会 Ｔeam　Do-Luck

5
武藤　昭治 ムトウ　ショウジ 荒川　靖武 アラカワ　ヤスタケ

堂跡　陽一 ドウアト　ヨウイチ

ユアサ商事株式会社 チームＹＧＣ
土屋　和彦 ツチヤ　カズヒコ

ユアサ商事株式会社 チームＹＧＣ
槇　　　茂 マキ　シゲル — —

—　　調　　整　　枠　　－

6

山下　　剛 ヤマシタ　タケシ

武田薬品工業株式会社 チームＫ

8:42

木村　正樹 キムラ　マサキ

武田薬品工業株式会社 チームＫ

6
坂井　耕一 サカイ　コウイチ 大江　　元 オオエ　ゲン

野田　靜真 ノダ　シズマ

セブン&アイホールディングス チームセブンB
近藤　賢司 コンドウ　ケンジ

セブン&アイホールディングス チームセブンB
松原　一浩 マツバラ　カズヒロ 水口　将彰 ミナクチマサアキ

7

天野　信之 アマノ　ノブユキ

エクイニクス・ジャパン株式会社 チーム どんまい

8:49

佐久間 秀幸 サクマ　ヒデキ

エクイニクス・ジャパン株式会社 チーム どんまい

7
公文　和彦 クモン　カズヒコ 白山　直久 シラヤマ　ナオヒサ

伊東　　誠 イトウ　マコト

セブン&アイホールディングス チームセブンA
野口　久隆 ノグチ　ヒサタカ

セブン&アイホールディングス チームセブンA
図司　幸三 ズシ　コウゾウ 増渕　英憲 マスブチ　ヒデノリ

8

小北　哲平 コキタ　テッペイ

フィールズ株式会社 TEAM FIELDS

8:56

冨永　一喜 トミナガ　カズヨシ

フィールズ株式会社 TEAM FIELDS

8
畑中　英昭 ハタナカ　ヒデアキ 海老原　実 エビハラ　ミノル

松田　吉弘 マツダ　ヨシヒロ

株式会社　大気社 ダブルボギークラブ
美野　　寿 ミノ　ヒサシ

株式会社　大気社 ダブルボギークラブ
竹内　義彦 タケウチ　ヨシヒコ 武田　浩隆 タケダ　ヒロタカ

9

瀧澤　拓也 タキザワ　タクヤ

旭興産グループ AKGゴルフ部

9:03

望月　一広 モチヅキ　カズヒロ

富士市役所 富士市役所ゴルフ部

9
井口　将志 イグチ　マサシ 下村　智宏 シモムラ　トモヒロ

冨田　圭吾 トミタ　ケイゴ

株式会社エープル Team. ANA
長尾　　大 ナガオ　ダイ

株式会社エープル Team. ANA
安藤　英基 アンドウ　ヒデキ — —

10

秋山　貴義 アキヤマ　タカヨシ

旭興産グループ AKGゴルフ部

9:10
高橋 賢太郎 タカハシ　ケンタロウ

望月　秀一 モチヅキ　ヒデカズ

富士市役所 富士市役所ゴルフ部
石川　隆正 イシカワ　タカマサ

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！


