
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

岡谷　　猛 オカタニ　タケシ 森　　哲也 モリ　テツヤ

宮田　晶弘 ミヤタ　アキヒロ 細田 康太郎 ホソダ　コウタロウ

河本　　健 カワモト　タケシ 光井　正文 ミツイ　マサフミ

大田　治雅 オオタ　ハルマサ 光井　正志 ミツイ　マサシ

河野　知彦 カワノ　トモヒコ 金子　正憲 カネコ　マサノリ

藤山　　翔 フジヤマ　カケル 新谷　彰彦 シンタニ　アキヒコ

松田　孝志 マツダ　タカシ 山下　敦夫 ヤマシタ　アツオ

天野　敏博 アマノ　トシヒロ 亀谷 美和子 カメタニ　ミワコ

守山　義洋 モリヤマ　ヨシヒロ 中野　宏樹 ナカノ　ヒロキ

橋本　悠亮 ハシモト　ユウスケ 平山　　剛 ヒラヤマ　ツヨシ

大林　浩一 オオバヤシ　コウイチ 谷本　俊二 タニモト　シュンジ

太田　晋司 オオタ　シンジ 渡部　真弘 ワタナベ　マサヒロ

伊藤　和明 イトウ　カズアキ 徳永　　葉 トクナガ　ヨウ

鈴川　晋二 スズカワ　シンジ 溝上　真治 ミゾガミ　シンジ

藤田　敏也 フジタ　トシヤ 曽根崎 英雄 ソネザキ　ヒデオ

佐々木 弘之 ササキ　ヒロユキ 鶴岡　省吾 ツルオカ　ショウゴ

所崎　清純 トコロザキ　セイジュン 池　　正則 イケ　マサノリ

久保田 紘平 クボタ　コウヘイ 大庭　　修 オオバ　オサム

倉田　俊浩 クラタ　トシヒロ 下夕　　徹 シモタ　トオル

藤本　秀明 フジモト　ヒデアキ 山崎　勝彦 ヤマザキ　カツヒコ

藤本　晃男 フジモト　アキオ 井口　祐樹 イグチ　ユウキ

藤本　茂将 フジモト　シゲマサ 中田　　稔 ナカタ　ミノル

本田　孝之 ホンダ　タカユキ 小林　　弘 コバヤシ　ヒロシ

上田　　直 ウエダ　スナオ 木本　祐平 キモト　ユウヘイ

梶山　高寿 カジヤマ　タカズミ 北川　博彰 キタガワ　ヒロアキ

保田　祐三 ヤスダ　ユウゾウ 西村　　宏 ニシムラ　ヒロシ

平塚　徳生 ヒラツカ　ノリオ 久米　啓史 クメ　ヒロフミ

壱岐尾 亮介 イキオ　リョウスケ 三角　裕一 ミスミ　ユウイチ

薗部　益章 ソノベ　マスノリ 端　　正敏 ハタ　マサトシ

前田　直人 マエダ　ナオト 井上　弘之 イノウエ　ヒロユキ

新屋　武士 シンヤ　タケシ 森田　公昭 モリタ　キミアキ

森安　昭雄 モリヤス　アキオ 川光　　守 カワミツ　マモル

佐々木 博文 ササキ　ヒロフミ 川﨑　博文 カワサキ　ヒロフミ

新開　和成 シンガイ　カズナリ 大野　恒次 オオノ　コウジ

石丸　　壱 イシマル　ハジメ 竹原　修一 タケハラ　シュウイチ

山本　浩之 ヤマモト　ヒロユキ 稲垣　達也 イナガキ　タツヤ

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』

中国九州B
組合せ【6月8日（土）宇部７２カントリークラブ阿知須コース】

№

1

2

3

4

5

株式会社西京銀行

株式会社エムケーシー

株式会社西京銀行

株式会社YE DIGITAL

西日本高速道路エンジニアリング中国株式会社

株式会社穴吹コミュニティ

株式会社 明豊

株式会社 ease

テラダ産業株式会社

スタート
時間

株式会社 ease

テラダ産業株式会社

株式会社 ease CLUB　HOUSE　Ａチーム

SAGC　B

　O U T I　N

ＣＬＵＢ ＨＯＵＳＥ　Ｂチーム

ルート５０

7:28

7:36

7:44

7:52

8:00

株式会社 ease CLUB　HOUSE　Ａチーム

チームＭＫＣ

SAGC　A

チームdigital

TEAM GOLFZUKI

team anabuki

明豊

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

SAGC　B

チームＭＫＣ

SAGC　A

チームdigital

TEAM GOLFZUKI

team anabuki

明豊

ＣＬＵＢ ＨＯＵＳＥ　Ｂチーム

ルート５０

株式会社西京銀行

株式会社エムケーシー

株式会社西京銀行

株式会社YE DIGITAL

西日本高速道路エンジニアリング中国株式会社

株式会社穴吹コミュニティ

株式会社 明豊

UNION

6

安川マニュファクチャリング株式会社 チームぽんこつ 安川マニュファクチャリング株式会社 チームぽんこつ

6

ユニオン石油工業株式会社 UNION

8:08

ユニオン石油工業株式会社

株式会社マリモB

7

安川コントロール株式会社 プラス１ 安川コントロール株式会社 プラス１

7

株式会社マリモ 株式会社マリモB

8:16

株式会社マリモ

株式会社マリモA

8

JA北九 TEAM GENKAI 広島県信用農業協同組合連合会 １０オーバー

8

株式会社マリモ 株式会社マリモA

8:24

株式会社マリモ

TEAM GENKAI

9

徳機株式会社 徳機グループ選抜チーム 徳機株式会社 徳機グループ選抜チーム

9

広島県信用農業協同組合連合会 １０オーバー

8:32

JA北九

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


