
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

鶴見　雅之 ツルミ　マサユキ 佐藤　浩之 サトウ　ヒロユキ

小淵　洋生 コブチ　ヒロオ 細谷　和博 ホソヤ　カズヒロ

倉盛　靖浩 クラモリ　ヤスヒロ 福原 弘一朗 フクハラ　コウイチロウ

長谷川　直樹 ハセガワ　ナオキ 三縞　和広 ミシマ　カズヒロ

棚澤　　聡 タナザワ　サトシ 宮田　雅夫 ミヤタ　マサオ

篠崎　　真 シノザキ　マコト 市川　　真 イチカワ　マコト

江口　議晃 エグチ　ノリアキ 大森　政孝 オオモリ マサタカ

村田 元太郎 ムラタ ゲンタロウ 小松　道賢 コマツ ミチトシ

武藤　昭治 ムトウ　ショウジ 大澤　晴見 オオサワ　ハルミ

矢野　嘉伸 ヤノ　ヨシノブ 荒川　靖武 アラカワ　ヤスタケ

細谷　一郎 ホソヤ　イチロウ 光本　達彦 ミツモト　タツヒコ

勝亦　契太 カツマタ　ケイタ 増子　雄哉 マシコ　ユウヤ

藤岡　英樹 フジオカ　ヒデキ 佐藤　敏紀 サトウ　トシキ

生田　武司 イクタ　タケシ 槇本　雅人 マキモト　マサト

榎本　　剛 エノモト　ゴウ 及川　良三 オイカワ　リョウゾウ

上銘　　均 ジョウメイ　ヒトシ 朝谷　純一 アサタニ　ジュンイチ

播元　栄作 ハリモト　エイサク 梅澤　清一 ウメザワ　セイイチ

原地　敏博 ハラチ　トシヒロ 松村　博之 マツムラ　ヒロユキ

中崎　健一 ナカザキ　ケンイチ 射場　　豊 イバ　ユタカ

村田　道春 ムラタ　ミチハル 杦本　哲哉 スギモト　テツヤ

大山　潔夫 オオヤマ　キヨオ 小栗　義文 オグリ　ヨシフミ

中村　　仁 ナカムラ　ヒトシ 永山　岳志 ナガヤマ タケシ

大間　喜行 オオマ　ヨシユキ 東浦　　誠 ヒガシウラ　マコト

新井　徳子 アライ　ノリコ 内薗　　薫 ウチゾノ　カオル

田口　欽也 タグチ　キンヤ 佐藤　　学 サトウ　マナブ

塩原　康一 シオバラ　コウイチ 佐々木　隆 ササキ　タカシ

鈴木　利幸 スズキ　トシユキ 中司　智久 ナカツカサ　トモヒサ

寛座　智大 カンザ　トモヒロ 河野　辰造 コウノ　タツゾウ

開居　幸夫 カイイ ユキオ 福間　輝幸 フクマ　テルユキ

岩井　康朗 イワイ　ヤスアキ 渡辺　　敦 ワタナベ　アツシ

細江　暁大 ホソエ　アキヒロ 小谷　恭史 コタニ　ヤスシ

大鹿　順司 オオシカ　ジュンジ 菅生　敏行 スゴウ　トシユキ

正西　康英 ヤスヒデ　マサニシ 大倉　主脩 オオクラ　オサム

須﨑　隆寛 スサキ　タカヒロ 岩崎　　治 イワサキ　オサム

屋江　保秀 オクエ　ヤスヒデ 溝口　富久 ミゾグチ　トミヒサ

上山　伸幸 ウエヤマ　ノブユキ 戸谷　陽一 トヤ　ヨウイチ

林　　正昭 ハヤシ　マサアキ 長谷部　毅 ハセベ　タカシ

鶴見　義明 ツルミ　ヨシアキ 林　　茂智 ハヤシ　シゲトモ

進藤　武之 シンドウ　タケユキ 川添　有一 カワゾエ　ユウイチ

野田　朋敬 ノダ　トモノリ 門田　新平 カドタ　シンペイ

薄葉　智彦 ウスバ　トモヒコ

黒木 慎一郎 クロキ シンイチロウ

福澤　勇二 フクザワ　ユウジ

荻原　　潤 オギハラ　ジュン

MSP
11

東京建物株式会社 東京建物Bチーム
9:59

Meiji Seika ファルマ株式会社

ＲＪＧ－Ｂ
10

Meiji Seika ファルマ株式会社 MSP 東京建物株式会社 東京建物Bチーム

10

リコージャパン株式会社 ＲＪＧ－Ｂ

9:52
リコージャパン株式会社

CTC-A
9

イーソル株式会社 Team eSOL イーソル株式会社 Team eSOL

9

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 CTC-A

9:45
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

ドコモゴルフクラブＣチー
ム

8

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 CTC-B 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 CTC-B

8

株式会社ＮＴＴドコモ ドコモゴルフクラブＣチー
ム

9:38
株式会社ＮＴＴドコモ

ソルクシーズゴルフ部
7

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 CTC-Ｚ 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 CTC-Ｚ

7

株式会社ソルクシーズ ソルクシーズゴルフ部

9:31
株式会社ソルクシーズ

DIRゴルフ部
6

日本アイ・ビー・エム株式会社 Deep Blue S 日本アイ・ビー・エム株式会社 Deep Blue S

6

株式会社大和総研 DIRゴルフ部

9:24
株式会社大和総研

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

岡谷孔球倶楽部A

川越ゴルフ部

エネルギーフロンティアＡ
チーム

ノーバーディーズ

Team Do-Luck

CIゴルフ部C

CIゴルフ部A

元気出していきましょう

NAG-S

岡谷鋼機株式会社

東洋インキSCホールディングス株式会社

東京ガス株式会社

日本オラクル株式会社

株式会社 大塚商会

株式会社コスモスイニシア

株式会社コスモスイニシア

CIゴルフ部B

岡谷孔球倶楽部A

川越ゴルフ部

エネルギーフロンティアＡ
チーム

ノーバーディーズ

Team Do-Luck

CIゴルフ部C

CIゴルフ部A

元気出していきましょう

NAG-S

8:49

8:56

9:03

9:10

9:17
株式会社コスモスイニシア CIゴルフ部B

RELO CLUB 全日本企業対抗ゴルフトーナメント
『じゃらんゴルフCUP春季団体戦2018-2019』

日本
組合せ【1月14日（月祝）日本カントリークラブ】

　O U T I　N
№

1

2

3

4

5

岡谷鋼機株式会社

東洋インキSCホールディングス株式会社

東京ガス株式会社

日本オラクル株式会社

株式会社 大塚商会

株式会社コスモスイニシア

株式会社コスモスイニシア

エーザイ株式会社

株式会社野村総合研究所

スタート
時間

エーザイ株式会社

株式会社野村総合研究所

株式会社コスモスイニシア


