
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

中村　太郎 ナカムラ　タロウ 江口　久展 エグチ　ヒサノブ

長谷川 大輔 ハセガワ　ダイスケ 伊東　貴彦 イトウ　タカヒコ

光本　達彦 ミツモト　タツヒコ 増子　雄哉 マシコ　ユウヤ

勝亦　契太 カツマタ　ケイタ 齋藤　　隆 サイトウ　タカシ

野田　靜真 ノダ　シズマ 近藤　賢司 コンドウ　ケンジ

松原　一浩 マツバラ　カズヒロ 宇野　騰展 ウノ　タカノリ

野口　弘行 ノグチ　ヒロユキ 射場　　豊 イバ　ユタカ

細谷　一郎 ホソヤ　イチロウ 槇本　雅人 マキモト　マサト

荒幡　雅邦 アラハタ　マサクニ 石塚　義則 イシヅカ　ヨシノリ

大場　猛有 オオバ　タケアリ 小川　恵子 オガワ　ケイコ

中崎　健一 ナカザキ　ケンイチ 佐藤　敏紀 サトウ　トシノリ

生田　武司 イクタ　タケシ 松永　圭介 マツナガ　ケイスケ

笠井　一泰 カサイ　カズヒロ 長谷川　洋 ハセガワ　ヒロシ

古瀬　友二 フルセ　トモジ 平田　　実 ヒラタ　ミノル

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 弓桁　順一 ユミゲタ　ジュンイチ

多田　　収 タダ　オサム 斉藤　　洋 サイトウ　ヒロシ

山口　明朗 ヤマグチ　アキオ 渡部 則由紀 ワタベ　ノリユキ

小菅　　誠 コスガ　マコト 飯沼　和重 イイヌマ　カズシゲ

西嶋　裕希 ニシジマ　ユウキ 田中　博之 タナカ　ヒロユキ

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

成田　　章 ナリタ　アキラ 白濱　忠博 シラハマ　タダヒロ

根岸　信介 ネギシ　シンスケ 稲垣　勝俊 イナガキ　カツトシ

加藤 紀美子 カトウ　キミコ 岩田　　瞳 イワタ　ヒトミ

吉原　　忍 ヨシハラ　シノブ 荒井　由紀 アライ　ユキ

伊藤　彰彦 イトウ　テルヒコ 植山 鉄次郎 ウエヤマ　テツジロウ

垣本　康彦 カキモト　ヤスヒコ 市瀬　紗梨 イチセ　サリ

三島　　功 ミシマ　イサオ 長谷川 太一 ハセガワ　タイチ

橋本　　工 ハシモト　タクミ 飯田　龍一 イイダ　リュウイチ

高木　　実 タカギ　ミノル 福田　裕子 フクダ　ユウコ

後藤　浩樹 ゴトウ　ヒロキ 宮本　直弥 ミヤモト　ナオヤ

大澤　義行 オオサワ　ヨシユキ 塚本　達也 ツカモト　タツヤ

上田　博也 ウエダ　ヒロヤ 出井　康円 イデイ　コウエン

林　　知之 ハヤシ　トモユキ 染谷　昌広 ソメヤ　マサヒロ

栗原　慎平 クリハラ　シンペイ 山下　孝幸 ヤマシタ　タカユキ

山本　明男 ヤマモト　アキオ 里中　新一 サトナカ　シンイチ

林　　晃久 ハヤシ　アキヒサ 伊東　亮介 イトウ　リョウスケ

田口　欽也 タグチ　キンヤ 塩原　康一 シオバラ　コウイチ

中村　秀昌 ナカムラ　ヒデマサ 小野　達也 オノ　タツヤ

蕪木　　登 カブラキ　ノボル 清水　浩晃 シミズ　ヒロアキ

赤荻　　隆 アカオギ　タカシ 湯浅　啓人 ユアサ　ヒロト

金刺　秀樹 カネザシ　ヒデキ 鷲尾　昌宏 ワシオ　マサヒロ

杉田　　譲 スギタ　ユズル 斎藤　潤子 サイトウ　ジュンコ

牧野　成樹 マキノ　シゲキ 森本　展将 モリモト　ヒロユキ

森田　一平 モリタ　イッペイ 塚本　昌秀 ツカモト　マサヒデ

渡邊　孝樹 ワタナベ　タカキ 佐藤 昇一朗 サトウ　ショウイチロウ

矢﨑　宏幸 ヤザキ　ヒロユキ 室田　尚久 ムロタ　ナオヒサ

松本　誠一 マツモト　セイイチ 八木　公彦 ヤギ　キミヒコ

土屋　敏明 ツチヤ　トシアキ 増田　　敦 マスダ　アツシ

河下　朝吉 カワシタ　トモキチ 小川　隆生 オガワ　タカオ

中野　武己 ナカノ　タケミ 山戸　圭史 ヤマト　ケイジ

前田　浩一 マエダ　コウイチ 橋本　浩志 ハシモト　ヒロシ

中川　皓貴 ナカガワ　ヒロキ 平塚　孝行 ヒラツカ　タカユキ

樋田　　真 トヨダ　マコト 秋山　　裕 アキヤマ　ユタカ

高垣　浩一 タカガキ　ヒロカズ 納　　正宜 オサメ　マサノリ

西川　　潤 ニシカワ　ジュン 有馬　真一 アリマ　シンイチ

高岸　　巌 タカギシ　イワオ 稲本　啓至 イナモト　ヒロシ

平田　　徹 ヒラタ　トオル 宇田　直寛 ウダ　ナオヒロ

中村　友二 ナカムラ　ユウジ 小宮山　賢 コミヤマ　ケン

15

東日本セキスイ商事株式会社 ＨＳＳ

9:15

東日本セキスイ商事株式会社 ＨＳＳ

15

ＡＩＧ損害保険株式会社 チームＡ ＡＩＧ損害保険株式会社 チームＡ

14

富士通株式会社 富士通Aチーム

9:07

富士通株式会社 富士通Aチーム

14

ソニー株式会社 XPERIA 1 ソニー株式会社 XPERIA 1

13

ホーチキ株式会社 ホーチキ Ａチーム

9:00

ホーチキ株式会社 ホーチキ Ａチーム

13

KDDI株式会社 KDDIゴルフ部 KDDI株式会社 KDDIゴルフ部

12

ホーチキ株式会社 ホーチキ Ｂチーム

8:52

ホーチキ株式会社 ホーチキ Ｂチーム

12

三菱UFJ ニコス株式会社 MUNゴルフ部A 三菱UFJ ニコス株式会社 MUNゴルフ部A

11

株式会社インターファクトリー チームebisu

8:45

株式会社インターファクトリー チームebisu

11

三菱UFJニコス株式会社 MUNゴルフ部B 三菱UFJニコス株式会社 MUNゴルフ部B

第18回　RELO CLUB 全日本企業対抗ゴルフトーナメント
『リクルートCUP2019夏季団体戦』

組合せ【6月1日（土）南総カントリークラブ　西コース】

№

1

2

3

4

5

KPMG税理士法人

株式会社コスモスイニシア

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社コスモスイニシア

株式会社ヤマタネ

株式会社コスモスイニシア

株式会社ヤマタネ

鈴与グループ

株式会社協和エクシオ

スタート
時間

鈴与グループ

株式会社協和エクシオ

川重冷熱工業株式会社 チームIfrit

KPMG

　O U T I　N

鈴与ゴルフ部

エクシオA

7:30

7:37

7:45

7:52

8:00

川重冷熱工業株式会社 チームIfrit

CIゴルフ部D

チームセブン

CIゴルフ部C

ﾔﾏﾀﾈGB

CIゴルフ部B

ﾔﾏﾀﾈGA

 
　　　　   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。

№

1

2

3

4

5

KPMG

CIゴルフ部D

チームセブン

CIゴルフ部C

ﾔﾏﾀﾈGB

CIゴルフ部B

ﾔﾏﾀﾈGA

鈴与ゴルフ部

エクシオA

KPMG税理士法人

株式会社コスモスイニシア

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社コスモスイニシア

株式会社ヤマタネ

株式会社コスモスイニシア

株式会社ヤマタネ

エクシオＢ

6

株式会社丸山製作所 チーム丸山 株式会社丸山製作所 チーム丸山

6

株式会社協和エクシオ エクシオＢ

8:07

株式会社協和エクシオ

CIPS-Ｌ

7

三井住友海上火災保険株式会社 チームＡ 三井住友海上火災保険株式会社 チームＡ

7

伊藤忠プラスチックス株式会社 CIPS-Ｌ

8:15

伊藤忠プラスチックス株式会社

ＥＧＣ

8

出光興産株式会社 Brighter Energy CT 出光興産株式会社 Brighter Energy CT

8

エノテカ株式会社 ＥＧＣ

8:22

エノテカ株式会社

紅忠スチール　ゴルフ部

9

東京システムハウス株式会社 ゴルフ部 Aチーム 東京システムハウス株式会社 ゴルフ部 Aチーム

9

紅忠スチール株式会社 紅忠スチール　ゴルフ部

8:30

紅忠スチール株式会社

Team Nakabayashi【Ｃ】

10

株式会社ソルクシーズ ソルクシーズゴルフ部 株式会社ソルクシーズ ソルクシーズゴルフ部

10

中林建設株式会社 Team Nakabayashi【Ｃ】

8:37

中林建設株式会社

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


