
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Ｄ 組合せ【8月19日（土）浮羽カントリークラブ】

№

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

徳島　安隆 トクシマ　ヤスタカ

株式会社九電工 朝倉営業所 エコ提案

8:35 1

福岡　浩二 フクオカ　コウジ

南　　正守 ミナミ　マサモリ

株式会社ヤクルト本社 ミルミル
前園　大志 マエゾノ　ヒロシ

2

樋口　敏光 ヒグチ　トシミツ

株式会社九電工 朝倉営業所 エコ提案

8:42

吉岡　伸一 ヨシオカ　シンイチ

株式会社ヤクルト本社 ミルミル

2

久保山 正浩 クボヤマ　マサヒロ 井田　和裕 イダ　カズヒロ

志賀　淳一 シガ　ジュンイチ

メタウォーター株式会社 AWS
川本　政宏 カワモト　マサヒロ

メタウォーター株式会社 AWS
池間　清志 イケマ　キヨシ 松尾　晃政 マツオ　アキマサ

3

小島　知之 コジマ　トモユキ

株式会社 筑水キャニコム 荒野の用心棒

8:49

大庭　宣嗣 オオバ　ノブツグ

株式会社 筑水キャニコム 荒野の用心棒

3

内田　貴大 ウチダ　タカヒロ 前田　　努 マエダ　ツトム

内山　茂樹 ウチヤマ　シゲキ

日本精工九州株式会社 N9
熊谷　昌広 クマガエ　マサヒロ

日本精工九州株式会社 N9
大熊　祈佳 オオクマ　モトヨシ 志谷　隆弘 シヤ　タカヒロ

4

室井　隆司 ムロイ　タカシ

株式会社ロイズコーポレーション チーム ロイズ

8:56

日高　大輔 ヒダカ　ダイスケ

株式会社ロイズコーポレーション チーム ロイズ

4

植津　　明 ウエツ　アキラ 高田　史彦 タカダ　フミヒコ

大山　正嗣 オオヤマ　マサツグ

立花建設有限会社 OONO
菊池　昭博 キクチ　アキヒロ

立花建設有限会社 OONO
大野　謙治 オオノ　ケンジ 江島　真也 エジマ　シンヤ

5

田中　清茂 タナカ　キヨシゲ

株式会社三井住友銀行 I LOVE うきは

9:03

長光　芳裕 ナガミツ　ヨシヒロ

株式会社三井住友銀行 I LOVE うきは

5

小坂　絢太 コサカ　ケンタ 大木　健翔 オオキ　ケンショウ

小笠原 信行 オガサワラ　ノブユキ

ダイハツ九州株式会社
ダイハツ九州

チームキャスト

鳥巣　竜也 トリス　タツヤ

ダイハツ九州株式会社
ダイハツ九州

チームキャスト
渡邉　　豪 ワタナベ　ゴウ 中島　雅也 ナカシマ　マサヤ

6

中村　和義 ナカムラ　カズヨシ

ダイハツ九州株式会社
ダイハツ九州

チームハイゼット

9:10

山本　伸也 ヤマモト　シンヤ

ダイハツ九州株式会社
ダイハツ九州

チームハイゼット

6

小池　竜司 コイケ　リュウジ 北村　　智 キタムラ　サトシ

小川　将仁 オガワ　マサト

株式会社 大砲 チーム大砲
斉田　茂夫 サイタ　シゲオ

株式会社 大砲 チーム大砲
島袋　由理 シマブクロ　ユリ 下村　　博 シモムラ　ヒロシ

7

横山　雅和 ヨコヤマ　マサカズ

ダイハツ九州株式会社 Team D

9:17

福原　寛剛 フクハラ　ヒロタケ

ダイハツ九州株式会社 Team D

7

古賀　広高 コガ　ヒロタカ 城田　雅夫 キダ　マサオ

廣田　　豊 ヒロタ　ユタカ

株式会社不動産のデパートひろた
ひろたのゆかいな

仲間たち

杉山　真一 スギヤマ　シンイチ

株式会社不動産のデパートひろた
ひろたのゆかいな

仲間たち
東　　裕介 アズマ　ユウスケ 坂根　隆行 サカネ　タカユキ

8

小林　幹平 コバヤシ　カンペイ

大光炉材株式会社 タイコウ

9:24

奥野　浩英 オクノ　ヒロヒデ

大光炉材株式会社 タイコウ

8

小林　仁志 コバヤシ　ヒトシ 栗田　豊司 クリタ　アツシ

木下　拓也 キノシタ　タクヤ

株式会社 コスギ不動産
コスギ不動産

Ｃチーム

尾方　健人 オガタ　ケント

株式会社 コスギ不動産
コスギ不動産

Ｃチーム
太田　浩一 オオタ　コウイチ 松本　　武 マツモト　タケル

9

益崎　清治 マスザキ　キヨハル

株式会社 コスギ不動産
コスギ不動産

Ｂチーム

9:31

山口　俊幸 ヤマグチ　トシユキ

株式会社 コスギ不動産
コスギ不動産

Ｂチーム

9

小杉　周司 コスギ　シュウジ 杉本　博明 スギモト　ヒロアキ

髙木　伸雄 タカキ　ノブオ

J-Alive株式会社 team J-Alive
吉田　大助 ヨシダ　ダイスケ

J-Alive株式会社 team J-Alive
安永　英己 ヤスナガ　ヒデミ 蜘手　康介 クモデ　コウスケ

10

岡　　仁志 オカ　ヒトシ

J-Alive株式会社 TEAM J-Alive②

9:38

一山　賢介 イチヤマ　ケンスケ

J-Alive株式会社 TEAM J-Alive②

10

髙木　末人 タカキ　スエト 板倉　　真 イタクラ　マコト

井本　　馨 イモト　カオル

株式会社レオパレス21
レオパレス21
ゴルフ部 九州

藤田　行雄 フジタ　ユクオ

株式会社レオパレス21
レオパレス21
ゴルフ部 九州

田中　善孝 タナカ　ヨシタカ 矢野　裕之 ヤノ　　ヒロユキ

11

渡辺　健一 ワタナベ　ケンイチ

株式会社 縁 チーム縁B

9:45

森　　義憲 モリ　ヨシノリ

株式会社 縁 チーム縁B

11

足立　憲一 アダチ　ケンイチ 永廣 信一朗 ナガヒロ　シンイチロウ

秋月 章太郎 アキヅキ　ショウタロウ

栗山グループ クリケン
小林　久晃 コバヤシ　ヒサアキ

栗山グループ クリケン
杉本　和朋 スギモ　トカズトモ 栗山　清規 クリヤマ　キヨノリ

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！


