
選手名 フリガナ 企業名 チーム名 選手名 フリガナ 企業名 チーム名

美野　寿 ミノ　ヒサシ 大橋 理久雄 オオハシ　リクオ

白石　雅彦 シライシ　マサヒコ 武田　浩隆 タケダ　ヒロタカ

五十嵐　武 イガラシ　タケシ 木村　文映 キムラ　フミアキ

木坂　有治 キサカ　ユウジ 清水　彰 シミズ　アキラ

小林 　修 コバヤシ　オサム 村地　洋二 ムラチ　ヨウジ

高木 　賢 タカギ　 ケン 内藤　信二郎 ナイトウ　シンジロウ

宮島　和雄 ミヤジマ　カズオ 佐野　英彦 サノ　ヒデヒコ

東倉　雄三 トウクラ　ユウゾウ 門野　　誠 カドノ　マコト

高橋　史幸 タカハシ　フミユキ 齋藤　栄一 サイトウ　エイイチ

清田　貴久 キヨタ　タカヒサ 小倉　健 オグラ　タケシ

首藤 洋一郎 ストウ ヨウイチロウ 四十谷 裕之 アイタニ　ヒロユキ

中田　浩司 ナカタ　ヒロシ 奥田 伸二郎 オクダ　シンジロウ

佐伯　貴志 サエキ　タカシ 岡本　直樹 オカモト　ナオキ

安達 真太郎 アダチ　シンタロウ 秦　　寛樹 ハタ　ヒロキ

丸山　喜史 マルヤマ　ヨシフミ 横山　正直 ヨコヤマ　マサナオ

青山　勝己 アオヤマ　カツミ 清水　正彦 シミズ　マサヒコ

松本　一郎 マツモト　イチロウ 遠山　敏正 トオヤマ　トシマサ

松田　順一 マツダ　ジュンイチ 石田　剛啓 イシダ　タカヒロ

小野　徹 オノ　トオル 長沢　敬一 ナガサワ　ケイイチ

上田　和男 ウエダ　カズオ 白石　博 シライシ　ヒロシ

青木　幸洋 アオキ　ユキヒロ 東島　伸明 ヒガシジマ　ノブアキ

福田　裕子 フクダ　ユウコ 熊谷　　洸 クマガイ　ヒロム

内田　貞至 ウチダ　サダシ 東川　茂樹 トガワ　シゲキ

森岡　　誠 モリオカ　マコト 丹治　孝 タンジ　タカシ

森下　一哉 モリシタ　カズヤ 田中　武矢 タナカ　タケヤ

高木　裕人 タカギ　ヒロト 弓桁　順一 ユミゲタ　ジュンイチ

樋口　稔洋 ヒグチ　トシヒロ 岡本　雅之 オカモト　マサユキ

末松　直紀 スエマツ　ナオキ 成山　　豊 ナリヤマ　ユタカ

布施　正和 フセ　マサカズ 谷　直樹 タニ　ナオキ

小林　俊博 コバヤシ　トシヒロ 加藤　雄高 カトウ　ユタカ

佐々木 雅幸 ササキ　マサユキ 石田　俊宏 イシダ　トシヒロ

小田　浩之 オダ   ヒロユキ 海津　康彦 カイヅ　ヤスヒコ

中山　智貴 ナカヤマ　トモキ 長谷部　貴士 ハセベ　タカシ

山口　智之 ヤマグチ　トモユキ 真柄　　肇 マガラ　ハジメ

園田　　有 ソノダ　タモツ 岩井　辰夫 イワイ　タツオ

大海　敏彦 オオウミ　トシヒコ 塩入　大祐 シオイリ　ダイスケ

秋山　　裕 アキヤマ　ユタカ 菊地　　寛 キクチ　ヒロシ

清水　勝磨 シミズ　カツマ 納　　正宜 オサメ　マサノリ

竹内　徹 タケウチ　トオル 小泉　充 コイズミ　ミツル

高尾　和成 タカオ　カズナリ 嶌田　兼光 シマダ　カネミツ
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ソニー株式会社

株式会社野村総合研究所

第１7回 ＲＥＬＯ ＣＬＵＢ 全日本企業対抗ゴルフトーナメント
『リクルートＣＵＰ２０１8団体戦』

南関東Ａ 組合せ【5月12日（土）南総カントリークラブ】

　O U T I　N
№

1

2

3

4

5

株式会社　大気社

新日鉄住金エンジニアリング株式会社

三井石油開発株式会社

ソニービジネスソリューション株式会社

株式会社フォーネット社

アビームコンサルティング株式会社

富士ゼロックス株式会社

株式会社 エービーシー商会

富士ゼロックス株式会社

株式会社 エービーシー商会

Team　TAIKISHA

NSENGIイーグルス

モエコ

ゴルフ愛好会

ま、いっか

株式会社 エービーシー商会

出光興産株式会社

株式会社 エービーシー商会

鈴与株式会社

出光興産株式会社

株式会社 エービーシー商会

鈴与株式会社

ABeam

チームD

ＡＢＣ－Ｃ

チームC

ＡＢＣ－Ｂ

出光チームＹ

ＡＢＣ-Ａ

ゴルフ部B

PLネットワークサービス株式会社

東急建設株式会社

ＡＢＣ-Ａ

ゴルフ部B

ＴＣゴルフ同好会C

7

8

9

PLネットワークサービス

ＴＣゴルフ同好会Ａ

Team　TAIKISHA

NSENGIイーグルス

モエコ

ゴルフ愛好会

ま、いっか

ABeam

チームD

ＡＢＣ－Ｃ

チームC

ＡＢＣ－Ｂ

出光チームＹ

XPERIA 1

チームZ

 
         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。

ゴルフ部A

ＴＣゴルフ同好会B

8:37

8:4510

東急建設株式会社

鈴与株式会社

東急建設株式会社

スタート
時間

7:30

7:37

7:45

7:52

8:00

8:15

8:22

8:30

株式会社　大気社

新日鉄住金エンジニアリング株式会社

三井石油開発株式会社

ソニービジネスソリューション株式会社

株式会社フォーネット社

アビームコンサルティング株式会社

富士ゼロックス株式会社

株式会社 エービーシー商会

富士ゼロックス株式会社

東急建設株式会社

鈴与株式会社

東急建設株式会社

PLネットワークサービス株式会社

東急建設株式会社

ＴＣゴルフ同好会C

ゴルフ部A

ＴＣゴルフ同好会B

PLネットワークサービス

ＴＣゴルフ同好会Ａ

XPERIA 1

チームZ

　今年も決勝大会の模様が2019年春頃にスカイAで放送決定！！！

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

ソニー株式会社

株式会社野村総合研究所

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

アンケート回答者にもれなくフォルクスワーゲンオリジナルグッズ進呈！さらに！ダブルチャンス50,000円相当の体験旅行

が抽選で当たります！アンケートページは右側のQRコードをスマホで読み取だるけでアクセスできます！！


