
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

開居　幸夫 カイイ　ユキオ 江藤　洋志 エトウ　ヒロシ

島田　俊哉 シマダ　トシヤ 富川　芳和 トミカワ　ヨシカズ

清田　直文 キヨタ　ナオフミ  小川　俊男 オガワ　トシオ

関根　大輔 セキネ　ダイスケ 岡田　秀哉 オカダ　ヒデヤ

原　　清孝 ハラ　キヨタカ 亀田 哲二郎 カメダ　テツジロウ

川畑　康和 カワバタ　ヤスカズ 福畑　潤一 フクハタ　ジュンイチ

江頭　智彦 エガシラ　トモヒコ 牧野　文彦 マキノ　フミヒコ

加藤　嘉朗 カトウ　ヨシロウ 小林　大輔 コバヤシ　ダイスケ

岡本　　崇 オカモト　タカシ 佐土　明　 サド　アキラ

西川 伸一郎 ニシカワ　シンイチロウ 奥中　英徳 オクナカ　ヒデノリ

木内　　充 キウチ　ミツル 小河原 義徳 コガワラ　ヨシノリ

松井　一洋 マツイ　カズヒロ 阿部　和博 アベ　カズヒロ

吉福　　哲 ヨシフク　サトシ 村田　和弘 ムラタ　カズヒロ

松本　寛一 マツモト　カンイチ 小林　　薫 コバヤシ　カオル

立花　誠 タチバナ　マコト 阿相　政至 アソウ　マサジ

高垣　浩一 タカガキ　ヒロカズ 斉藤　淳二 サイトウ　ジュンジ

内野　隆浩 ウチノ　タカヒロ 山田　泰之 ヤマダ　ヤスユキ

白井　克典 シライ　カツノリ 杉本　光弘 スギモト　ミツヒロ

宮川　昌樹 ミヤガワ　マサキ 小俣　知行 オマタ　トモユキ

倉田　昌伸 クラタ　マサノブ 小川　栄一 オガワ　エイイチ

永嶋　義範 ナガシマ　ヨシノリ 荒幡　雅邦 アラハタ　マサクニ

長谷川　洋 ハセガワ　ヒロシ 大場　猛有 オオバ　タケアリ

村田　　篤 ムラタ　アツシ 初谷　　真 ハツヤ　マコト

田中　　修 タナカ　オサム 藤川　和之 フジカワ　カズユキ

笠井　一泰 カサイ　カズヒロ 福島　　純 フクシマ　ジュン

古瀬　友二 フルセ　トモジ 坂本　泰一 サカモト　タイイチ

小野　高義 オノ　タカヨシ 高田　　涼 タカダ　リョウ

蓮見　正純 ハスミ　マサズミ 唐木田　彰 カラキダ　アキラ

織田　光仁 オリタ　ミツヒト 上野　二彦 ウエノ　ツグヒコ

深澤　剛司 フカザワ　タケシ 宮本　佳典 ミヤモト　ヨシノリ

土田　　修 ツチダ　オサム 加藤　俊明 カトウ　トシアキ

榎本　雄一 エノモト　ユウイチ 永田　賢二 ナガタ　ケンジ

京山　幸三 キョウヤマ　コウゾウ 高田　　安 タカダ　ヤスシ

水野　直史 ミズノ　ナオフミ 大喜　憲一 オオキ　ケンイチ

西川　　潤 ニシカワ　ジュン 稲本　啓至 イナモト　ヒロシ

有馬　真一 アリマ　シンイチ 高岸　　巌 タカギシ　イワオ

平川　雅規 ヒラカワ　マサノリ 斎田　貴雄 サイタ　タカオ

天艸　浩之 アマクサ　ヒロユキ 大川　　豪 オオカワ　ゴウ

稲木　鉄志 イナキ　テツジ 永野　　徹 ナガノ　トオル

大木　　敬 オオキ　タカシ 矢島 久仁彦 ヤジマ　クニヒコ

竹内　征仁 タケウチ　ユキヒト 松永　正和 マツナガ　マサカズ

富所　　満 トミドコロ　ミチル 木原　洋一 キハラ　ヨウイチ

上村　雅彦 カミムラ　マサヒコ 瓦本　敏弘 カワラモト　トシヒロ

河野　　章 カワノ　アキラ 檜垣　峰男 ヒガキ　ミネオ

小石　孝之 コイシ　タカユキ 永野　雄亮 ナガノ　ユウスケ

楳原　尚宏 ウメハラ　ナオヒロ 石井　　豊 イシイ　ユタカ

倉部　安晴 クラベ　ヤスハル 多田　　収 タダ　オサム

寺島　　篤 テラシマ　アツシ 山口　明郎 ヤマグチ　アキオ

渡部 則由紀 ワタベ　ノリユキ

斉藤　　洋 サイトウ　ヒロシ

塚田　圭司 ツカダ　ケイジ

秋山　達哉 アキヤマ　タツヤ
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AZシュート
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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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エクシオＡチーム

エクシオＢ
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ファイヤーファイター2018

ＨＳＳ

BPカストロール チームB

ブルーチーム

A&T

BPカストロール チームA
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チーム新橋

PUMA チームA
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チームA

フージャース

ヤマタネGS
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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。

ファイヤーファイター2018

ＨＳＳ

BPカストロール チームB

ブルーチーム

ドコモゴルフクラブ Ｃチーム

ほけんの窓口 ゴルフ部 チームＨ

JFE CIVIL MEN

株式会社エーアンドティー企画

BPカストロール株式会社

ヨネックス株式会社

株式会社　協和エクシオ

光洋会チームA

BPカストロール チームA

光洋会チームA

株式会社 協和エクシオ

東急建設株式会社

株式会社NTTドコモ

ほけんの窓口グループ株式会社

JFEシビル株式会社

株式会社日本エスコン

スタート
時間

8:28

8:35

8:42

8:56

9:03

9:10

9:17

9:52

日本エスコン

PUMA チームB

チーム新橋

PUMA チームA

XPERIA 2

チームA
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フージャース

ヤマタネGS

チームB

ヤマタネGY

AZシュート

エクシオＢ

ＴＣゴルフ同好会Ｄ
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株式会社フージャースコーポレーション

株式会社ヤマタネ

JAセレサ川崎

株式会社ヤマタネ

株式会社青山財産ネットワークス

株式会社 協和エクシオ

東急建設株式会社

9:24

9:38

9:45

カルソニックカンセイ株式会社

東日本セキスイ商事株式会社

BPカストロール株式会社

ヨネックス株式会社

株式会社ヤマタネ

JAセレサ川崎

株式会社ヤマタネ

株式会社青山財産ネットワークス

カルソニックカンセイ株式会社

東日本セキスイ商事株式会社

BPカストロール株式会社

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』

圏央Ｂ 組合せ【6月9日（土）富士ＯＧＭゴルフクラブ　市原コース】
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株式会社NTTドコモ

ほけんの窓口グループ株式会社

JFEシビル株式会社

株式会社日本エスコン

プーマジャパン株式会社

社会保険診療報酬支払基金

プーマジャパン株式会社

ソニー株式会社

JAセレサ川崎

株式会社フージャースコーポレーション

ドコモゴルフクラブ Ｃチーム

ほけんの窓口 ゴルフ部 チームＨ

JFE CIVIL MEN

日本エスコン

PUMA チームB

ヨネックス株式会社

株式会社エーアンドティー企画

医療法人光洋会

BPカストロール株式会社

医療法人光洋会

株式会社　協和エクシオ
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ヨネックス株式会社

A&T

10:06

9:59

エクシオＡチーム

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！！

今年も決勝大会の模様2019年春ごろに番組放送決定！


