
選 手 名 フリガナ 企業名 チーム名

石田　三男 イシダ　ミツオ

中野　　圭 ナカノ　　ケイ

長嶋　正幸 ナガシマ　マサユキ

坂野　浩二 サカノ　コウジ

井上　隆夫 イノウエ　タカオ

安斉　大輔 アンザイ　ダイスケ

石渡　　透 イシワタ　トオル

中野　高之 ナカノ　タカユキ

山浦　成次 ヤマウラ　セイジ

佐々木 三智男 ササキ　ミチオ

早川　貴俊 ハヤカワ  タカトシ

小竹　勝美 コタケ　カツミ

栁沢　　哲 ヤナギサワ　サトシ

栁澤　義直 ヤナギサワ　ヨシナオ

藤倉　岳司 フジクラ　タケシ

高橋　宏彰 タカハシ　ヒロアキ

矢野　政志 ヤノ　マサシ

富田　昭夫 トミタ　アキオ

田中　健弘 タナカ　タケヒロ

飛山　寛之 トビヤマ　ヒロユキ

大崎　雅之 オオサキ　マサユキ

櫻井　剛太 サクライ　ゴウタ

林　　浩平 ハヤシ　コウヘイ

河辻　栄治 カワツジ　エイジ

西村　英勝 ニシムラ　ヒデカツ

副島　隆弘 ソエジマ　タカヒロ

古田　光徳 フルタ  　ミツノリ

大澤　康明 オオサワ　ヤスアキ

神林　　均 カンバヤシ　ヒトシ

藤田　宗彦 フジタ　ムネヒコ

山内　克則 ヤマウチ　カツノリ

山本　　勲 ヤマモト　イサオ

倉盛　靖浩 クラモリ　ヤスヒロ

長谷川 直樹 ハセガワ　ナオキ

大林　稔男 オオバヤシ　トシオ

西本　武史 ニシモト　タケシ

福原 弘一朗 フクハラ　コウイチロウ

三縞　和広 ミシマ　カズヒロ

石井　圭二 イシイ　ケイジ

大島　裕樹 オオシマ　ヒロキ

阿久津　隆 アクツ　タカシ

松村　篤一 マツムラ　トクイチ

法領田 幸益 ホウリョウダ　トモヨシ

松本　晴有 マツモト　ハルノリ

大川　政男 オオカワ　マサオ

平塚　隆史 ヒラツカ　タカシ

山崎　正章 ヤマザキ　マサアキ

牧野　政浩 マキノ　マサヒロ

田嶋　幹大 タジマ　トモヒロ

田淵　恭平 タブチ　キョウヘイ

室井　博之 ムロイ　ヒロユキ

松尾　克行 マツオ　カツユキ

市川　寛素 イチカワ　ヒロモト

江口　幸秀 エグチ　ユキヒデ

落合　堅樹 オチアイ　ケンジュ

松崎　智彦 マツザキ　トモヒコ

梅澤　清一 ウメザワ　セイイチ

福田　慎吾 フクダ　シンゴ

小林　　豊 コバヤシ　ユタカ

齋藤　俊雄 サイトウ　トシオ

長堀　大道 ナガホリ　マサミチ

原田　　豊 ハラダ　ユタカ

矢島　　明 ヤジマ　アキラ

松田　茂樹 マツダ　シゲキ

山下　　剛 ヤマシタ　タケシ

勝部　孝宏 カツベ　タカヒロ

桒原　信介 クワバラ　シンスケ

桑原　　健 クワバラ　タケシ

木村　正樹 キムラ　マサキ

河原　康生 カワハラ　ヤスオ

安藤　秀明 アンドウ　ヒデアキ

小黒　直紀 オグロ　ナオキ

和田　貴之 ワダ　タカユキ

久保　　努 クボ　ツトム

松井　輝芳 マツイ　テルヨシ

澁澤　　健 シブサワ　タケシ

浅野　勝巳 アサノ　カツミ

中山　宗男 ナカヤマ　トシオ

神谷　　寛 カミヤ　ヒロシ

伊原　大介 イハラ　ダイスケ

20

株式会社レジェンド・アプリケーションズ チームＬＡＩ

10:25
株式会社 群馬銀行 ＧＢゴルフクラブ チーム赤城

北コース

Team NAGASHIMA

Team KDK Ａ組

Team NAGASHIMA

チーム　サイバネ

V-nasClair(ビーナスクレア)

チーム　サイバネ

18

武田薬品工業株式会社 チームこれで最後

10:11
株式会社 群馬銀行 ＧＢゴルフクラブ チーム榛名

19

株式会社レジェンド・アプリケーションズ チームＬＡＩ

10:18
株式会社 群馬銀行 ＧＢゴルフクラブ チーム赤城

16

株式会社野村総合研究所 NAG-N

9:57
株式会社 群馬銀行 ＧＢゴルフクラブ チーム妙義

17

武田薬品工業株式会社 チームこれで最後

10:04
株式会社 群馬銀行 ＧＢゴルフクラブ チーム榛名

ネッツトヨタ栃木株式会社 NTGC Bチーム（ネッツトヨタ栃木ゴルフサークル Bチーム）

14

株式会社 ゆうちょ銀行 JPB1

9:43
ネッツトヨタ栃木株式会社 NTGC Bチーム（ネッツトヨタ栃木ゴルフサークル Bチーム）

15

株式会社野村総合研究所 NAG-N

9:50
株式会社 群馬銀行 ＧＢゴルフクラブ チーム妙義

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』

北関東A
組合せ【6月1日（土）宇都宮カンツリークラブ】

№

1

2

3

4

5

関東電化工業株式会社

キヤノン・コンポーネンツ株式会社

関東電化工業株式会社

キヤノン・コンポーネンツ株式会社

株式会社　高見沢サイバネティックス

川田テクノシステム株式会社

株式会社　高見沢サイバネティックス

川田テクノシステム株式会社

花王株式会社

スタート
時間

Team KDK Ａ組

V-nasClair(ビーナスクレア)

すみだゴルフ部Ａチーム

8:12

8:19

8:26

8:33

8:40

クラリオン株式会社 クラリオンAチーム

7

伊藤忠プラスチックス株式会社 CIPS-β

8:54

クラリオン株式会社 クラリオンBチーム

6

花王株式会社 すみだゴルフ部Ａチーム

8:47

クラリオン株式会社 クラリオンBチーム

伊藤忠プラスチックス株式会社 CIPS-γ

9

東洋インキSCホールディングス株式会社 川越ゴルフ部

9:08

クラリオン株式会社 クラリオンAチーム

8

伊藤忠プラスチックス株式会社 CIPS-β

9:01

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。

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

伊藤忠プラスチックス株式会社 CIPS-γ

10

東洋インキSCホールディングス株式会社 川越ゴルフ部

9:15

11

ネッツトヨタ栃木株式会社 NTGC（ネッツトヨタ栃木ゴルフサークル）

9:22
株式会社オートテクニックジャパン ATJ補欠のAチーム

12

ネッツトヨタ栃木株式会社 NTGC（ネッツトヨタ栃木ゴルフサークル）

9:29
株式会社オートテクニックジャパン ATJ補欠のAチーム

13

株式会社 ゆうちょ銀行 JPB1

9:36

今年も決勝大会の模様が2月に番組放送決定！


