
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

金子　託呂 カネコ　タクロ 金堀　健太 カナホリ　ケンタ

寺屋　龍一 テラヤ　リュウイチ 福永　博文 フクナガ　ヒロブミ

小池　竜司 コイケ　リュウジ 小笠原　信行 オガサワラ　ノブユキ

渡邉　　豪 ワタナベ　ゴウ 松本　一長 マツモト　カズナガ

津末　浩一 ツノスエ　コウイチ 丸井　宏二 マルイ　コウジ

和田　啓二 ワダ　ケイジ 藤丸 日出男 フジマル　ヒデオ

栗山　祐一 クリヤマ　ユウイチ 小倉 慶太郎 オグラ　ケイタロウ

小林　竜彦 コバヤシ　タツヒコ 藤内　　剛 トウナイ　ツヨシ

城田　雅夫 キダ　マサオ 牛島　慎一 ウシジマ　シンイチ

横山　雅和 ヨコヤマ　マサカズ 古賀　広高 コガ　ヒロタカ

寺田　国徳 テラダ　クニノリ 大下　修司 オオシタ　シュウジ

船橋　昭文 フナバシ　アキフミ 岩本　雅弘 イワモト　マサヒロ

山本　伸也 ヤマモト　シンヤ 大藤　雄也 オオトウ　ユウヤ

中島　雅也 ナカジマ　マサヤ 北村　　智 キタムラ　サトシ

塩崎　敬一 シオサキ　ケイイチ 阿部　光智 アベ　ミツモト

衛藤　和往 エトウ　カズユキ 西脇　陽一 ニシワキ　ヨウイチ

大原　雅彦 オオハラ　マサヒコ 近見　　敏 チカミ　サトシ

泉田　武信 イズミダ　タケノブ 藤木　朋仁 フジキ　トモヒト

内山　茂樹 ウチヤマ　シゲキ 熊谷　昌広 クマガエ　マサヒロ

大熊　祈佳 オオクマ　モトヨシ 志谷　隆弘 シヤ　タカヒロ

古谷　公一 フルタニ　コウイチ 佐藤　康臣 サトウ　ヤスオミ

大木　康義 オオキ　ヤスヨシ 安西　　淳 アンザイ　アツシ

松本　勇人 マチモト　ハヤト 石橋 庸一郎 イシバシ　ヨウイチロウ

木村　昌司 キムラ　マサシ 白木　　圭 シラキ　ケイ

境　　達明 サカイ　タツアキ 力丸　俊二 リキマル　シュンジ

田畑　敬一 タバタ　ケイイチ 大津　秋弘 オオツ　アキヒロ

中尾　寿敏 ナカオ　ヒサトシ 倉永　　勇 クラナガ　イサム

岩﨑　卓生 イワザキ　タクオ 長谷川 龍晴 ハセガワ　タツハル

渡辺　健一 ワタナベ　ケンイチ 足立　憲一 アダチ　ケンイチ

森　　義憲 モリ　ヨシノリ 永廣 信一朗 ナガヒロ　シンイチロウ

上村　和史 ウエムラ　カズフミ 大原　隆司 オオハラ　タカシ

坂本　詞哉 サカモト　フミヤ 熊添　博敏 クマゾエ　ヒロトシ

後藤　幸宏 ゴトウ　ユキヒロ 橋本　文治 ハシモト　フミハル

古本　勝文 コモト　カツフミ 石川　哲夫 イシカワ　テツオ

吉岡　伸一 ヨシオカ　シンイチ 八重　好昭 ヤエ　ヨシアキ

井田　和裕 イダ　カズヒロ 南　　正守 ミナミ　マサモリ

栗山　清規 クリヤマ　キヨノリ 杉本　和朋 スギモト　カズトモ

小林　久晃 コバヤシ　テルアキ 秋月 章太郎 アキヅキ　ショウタロウ

菊池　昭博 キクチ　アキヒロ 江島　達義 エシマ　タツヨシ

大山　正嗣 オオヤマ　マサツグ 江島　真也 エシマ　シンヤ

寳部　勝彦 タカラベ　カツヒコ 小森　直樹 コモリ　ナオキ

小佐古 哲哉 コサコ　テツヤ 正中　誠治 ショウナカ　セイジ

草本　　桂 クサモト カツラ 小津和 健吾 コヅワ ケンゴ

吉田　鉄兵 ヨシダ テッペイ 古澤　哲平 フルサワ テッペイ

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

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。
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チームドリステＢ

チームキャスト

デンザイ東亜Cチーム

チームドリステA

チームハイゼット

チームLE

チームウェイク

デンザイ東亜Bチーム

JpayA

N9

デンザイ東亜Aチーム

JpayB

Ｔｅａｍ　キューヘン

ＮＫＩＨ

チーム縁Ｂ

ステータス

アイアイマンズ

つばめゴルフチーム

Jペイメントサービス株式会社

株式会社　キューヘン

武田薬品工業株式会社

株式会社　縁

ブリヂストン物流株式会社

株式会社 三好鉄工所 大分事業所

株式会社ヤクルト本社

栗山グループ

有限会社藤光建設

JpayB

Ｔｅａｍ　キューヘン

ＮＫＩＨ

チーム縁Ｂ

ステータス

アイアイマンズ

つばめゴルフチーム

チームクリヤマ

スター
ト時間
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8:49

8:56

チームドリステＢ

チームキャスト

デンザイ東亜Cチーム

チームドリステA

チームハイゼット

チームLE

チームウェイク

デンザイ東亜Bチーム

JpayA

株式会社アーウィン

ダイハツ九州株式会社

株式会社 デンザイ東亜

株式会社アーウィン

ダイハツ九州株式会社

三菱電機住環境システム
ズ株式会社 九州支社

ダイハツ九州株式会社

株式会社 デンザイ東亜

Jペイメントサービス株式会社

株式会社 デンザイ東亜

Jペイメントサービス株式会社

TEAM　TOKO

チーム縁Ａ
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日本精工九州株式会社

株式会社 デンザイ東亜

Jペイメントサービス株式会社

株式会社　キューヘン

武田薬品工業株式会社

株式会社　縁

ブリヂストン物流株式会社

株式会社 三好鉄工所 大分事業所

9:10

9:17

有限会社藤光建設

株式会社　縁

株式会社 福岡銀行

N9

デンザイ東亜Aチーム

日本精工九州株式会社

株式会社 デンザイ東亜

株式会社ヤクルト本社

栗山グループ

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』

九州Ｃ
組合せ【6月16日（土）浮羽カントリークラブ】

O U T I　N
№

1

2

3
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6

株式会社アーウィン

ダイハツ九州株式会社

株式会社 デンザイ東亜

株式会社アーウィン

ダイハツ九州株式会社

三菱電機住環境システム
ズ株式会社 九州支社

ダイハツ九州株式会社

今年も決勝大会の模様が2019春ごろに番組放送決定！

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円相当の体験型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！！


