
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

濱中　　学 ハマナカ　マナブ 鮫島　宗久 サメジマ　ムネヒサ

福本　直樹 フクモト　ナオキ 種子島 隆勇 タネガシマ　タカオ

江川　雅基 エガワ　マサキ 小林　鉄司 コバヤシ　テツジ

高田　裕生 タカダ　ヒロオ 山田　剛士 ヤマダ　ツヨシ

清水　克能 シミズ　カツヨシ 渡邉 二三照 ワタナベ　フミテル

上田　元樹 ウエダ　モトキ 奥谷　佑造 オクタニ　ユウゾウ

井手　敏明 イデ　トシアキ 佐藤　英紀 サトウ　ヒデキ

稲垣　貴光 イナガキ　タカミツ 谷口　翔太 タニグチ　ショウタ

豊谷　和也 トヨタニ　カズヤ 水田　佳宏 ミズタ　ヨシヒロ

南畑　太亮 ミナミハタ　タイスケ 山本　高寛 ヤマモト　タカヒロ

山本　剛史 ヤマモト　ツヨシ 森脇　裕介 モリワキ　ユウスケ

山口　宗久 ヤマグチ　ムネヒサ 橋本　孝生 ハシモト　タカオ

森由　泰紹 モリヨシ　ヤスアキ 善利　昌人 セリ　マサヒト

山本　健太郎 ヤマモト　ケンタロウ 中村　浩二 ナカムラ　コウシ

森　美樹雄 モリ　ミキオ 平井　　晃 ヒライ　アキラ

田中　泰輔 タナカ　タイスケ 打出　孝一 ウチデ　コウイチ

菅原　隆文 スガハラ　タカフミ 籠田　俊彦 カゴタ　トシヒコ

今中　輝明 イマナカ　テルアキ 小林　正人 コバヤシ　マサト

内藤　一芳 ナイトウ　カズヨシ 今井　文夫 イマイ　フミオ

佐藤　正義 サトウ　マサヨシ 柳世　和大 ヤナギセ　カズヒロ

由田　文人 ヨシダ　フミト 安村　　庸 ヤスムラ　ヨウ

藤田　貴行 フジタ　タカユキ - -

江頭　智彦 エガシラ　トモヒコ 水野谷　明 ミズノヤ　アキラ

清水　雅人 シミズ　マサト 砂川　聖二 スナガワ　セイジ

柏村　秋広 カシムラ　アキヒロ 榎本　貴之 エノモト　タカユキ

山本　咲良 ヤマモト　サクラ 中矢　善之 ナカヤ　ヨシユキ

井﨑　隆之 イザキ　タカユキ 大里　祐貴 オオサト　ユウキ

谷口　昌宏 タニグチ　マサヒロ 岩谷　貴之 イワタニ　タカユキ

伊達　純一 ダテ　ジュンイチ 中村　一幸 ナカムラ　カズユキ

黒木　敏一 クロキ　トシカズ 川本　逸平 カワモト　イッペイ

北山　忠 キタヤマ　タダシ 柴田　啓太 シバタ　ケイタ

福田　大輝 フクダ　ダイキ 岸野　浩士 キシノ　コウジ

高橋　一生 タカハシ　カズキ 森本　良二 モリモト　リョウジ

桑名　哲也 クワナ　テツヤ 西田　覚 ニシダ　サトル

中西　卓也 ナカニシ　タクヤ 井上　貴浩 イノウエ　タカヒロ

上野　靖幸 ウエノ　ヤスユキ 竹中　新一 タケナ　カシンイチ

米山　　晋 ヨネヤマ　ススム 福中　　豊 フクナカ　ユタカ

山本　和幸 ヤマモト　カズユキ 加藤　敬史 カトウ　タカフミ

北本　社 キタモト　タカシ 田村　一幸 タムラ　カズユキ

山本　修 ヤマモト　オサム 小泉　裕紀 コイズミ　ヒロキ

山口　克行 ヤマグチ　カツユキ 吉田　和之 ユシダ　カズユキ

渡邊　剛三 ワタナベ　ゴウゾウ 石田　陽平 イシダ　ヨウヘイ

和田　理 ワダ　サトル 永田　智之 ナガタ　トモユキ

藤原　孝幸 フジハラ　タカユキ 長谷川 敏朗 ハセガワ　トシロウ

浅井　利美 アサイ　トシミ 竹本　　暢 タケモト　トオル

臼井　正文 ウスイ　マサフミ 小松　蓉治 コマツ　ヨウジ

小林　　伸 コバヤシ　シン 浦野　陽介 ウラノ　ヨウスケ

伏原　　直 フシハラ　スナオ 大坪　浩司 オオツボ　コウジ

渡邉　和隆 ワタナベ　カズタカ

熊谷　久志 クマガイ　ヒサシ

都　　和馬 ミヤコ　カズマ

北山 健太郎 キタヤマ　ケンタロウ

ミルボンfactory
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株式会社ドコモCS関西 ｄｃｍチームＳ
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株式会社ドコモCS関西
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ＳＭＡＳフリート株式会社 SMAS＋F
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ＳＭＡＳフリート株式会社
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株式会社ヤサカ チームヤサカ
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株式会社ヤサカ
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株式会社ダテ・メディカルサービス チームDMS
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株式会社ダテ・メディカルサービス

MUFG-関西B
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大阪府信用農業協同組合連合会 TEAM「JAよりぞう大阪」 大阪府信用農業協同組合連合会 TEAM「JAよりぞう大阪」
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株式会社三菱ＵＦＪ銀行

名阪食品株式会社

株式会社京都プラテック

一般社団法人ディアーパークゴルフクラブ

ソイル工業株式会社

アストラゼネカ株式会社

チームヤサカ
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株式会社日本エスコン ESCON JAPAN 株式会社日本エスコン ESCON JAPAN
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7:32
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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

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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ミライ

ハセコー4

TEAMそふまる

TEAM KYOPLA

チームディアー

チームＳＫＹ

Astra Zeneca

Team Efficio

ビッグウェーブ

株式会社関西みらい銀行

株式会社長谷工コーポレーション

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29日（土）瀬田ゴルフコース　東コース】
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名阪食品株式会社

株式会社京都プラテック

一般社団法人ディアーパークゴルフクラブ

ソイル工業株式会社

アストラゼネカ株式会社

川重冷熱工業株式会社

近畿労働金庫

スタート
時間

川重冷熱工業株式会社

近畿労働金庫
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ミライ

Team Efficio
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枚方寝屋川消防組合 Clan4　B
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N T T西日本グループ Team隼 N T T西日本グループ Team隼

株式会社Gファクトリー TEAM　GFI

チームDMS

8

NTT西日本グループ TEAM ピスタチオ NTT西日本グループ TEAM ピスタチオ

SMAS＋F
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株式会社ドコモCS関西 ｄｃｍチームＣ 株式会社ドコモCS関西 ｄｃｍチームＣ

ｄｃｍチームＳ
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株式会社ミルボン
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センコー株式会社 ☆センコー株式会社☆
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枚方寝屋川消防組合 Clan4　A

8:49

枚方寝屋川消防組合 Clan4　A
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センコー株式会社 ☆センコー株式会社☆ 株式会社ホロスプランニング TEAM「将来設計士」

　O U T I　N

ハセコー4

TEAMそふまる

TEAM KYOPLA

チームディアー

チームＳＫＹ

Astra Zeneca

13

株式会社ホロスプランニング TEAM「将来設計士」

8:56
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枚方寝屋川消防組合 Clan4　B

8:42

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


