
.

ｽﾀｰﾄ 選手名 選手名 選手名 選手名 ｽﾀｰﾄ 選手名 選手名 選手名 選手名

時間 予選出場コース 予選出場コース 予選出場コース 予選出場コース 時間 予選出場コース 予選出場コース 予選出場コース 予選出場コース

ﾉﾀﾞ　ﾋﾃﾞﾉﾘ ｱｷﾔﾏ　ﾓﾘｱｷ ﾌｸﾀﾞ　ｱｷﾋﾛ ﾌｼﾞﾜﾗ　ﾋﾛｼ ｷｯｶﾜ　ﾋﾛｼ ﾅｶﾑﾗ　ﾂﾄﾑ ﾖｼﾀﾆ　ﾋﾛﾕｷ ﾎﾝﾏ　ﾀﾀﾞｼ

野田 秀典 秋山 守明 福田 晃博 藤原 博 吉川 宏 中村 勉 吉谷 博之 本間 忠
米子ｺﾞﾙﾌ場 姫路ｼｰｻｲﾄﾞ 岡山空港GC 奥津ｺﾞﾙﾌ倶楽部 米子ｺﾞﾙﾌ場 奥津ｺﾞﾙﾌ倶楽部 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 姫路ｼｰｻｲﾄﾞ

ｶﾄﾞﾜｷ　ﾕｳｼﾞ ｸﾎﾞ　ｼﾝｲﾁ ｻﾄｳ　ﾄﾓﾉﾘ ｲｹｶﾞﾐ　ﾉﾘﾏｻ ﾔﾏﾈ　ﾉﾌﾞﾋｻ ﾊﾗﾀﾞ　ﾋｻｼ ｵｵﾆｼ　ｼﾛｳ ﾓﾘｻﾞﾜ　ﾆﾛｳ

門脇 祐二 久保 真一 佐藤 友宣 池上 典正 山根 宣久 原田 久 大西 史郎 森澤 二朗
米子ｺﾞﾙﾌ場 北神戸ｺﾞﾙﾌ場 岡山空港GC ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 米子ｺﾞﾙﾌ場 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 北神戸ｺﾞﾙﾌ場 湯村ｶﾝﾂﾘｰ

ﾕﾒﾉ　ｼﾞｭﾝｼﾞ ﾅｲﾄｳ　ﾉﾌﾞﾋﾄ ﾀｶｾ　ｶｽﾞﾋﾛ ﾅｶﾞﾌｼﾞ　ﾔｽｵ ﾏｷ　ﾐﾉﾙ ﾂﾎﾞﾀ　ﾉﾌﾞﾕｷ ｲﾜｻ　ｶｽﾞﾉﾘ ｵﾛ　ﾕｳｼﾞ

夢野 順二 内藤 宣人 髙瀬 和弘 長藤 安男 真木 実 坪田 信幸 岩佐 一徳 小路 裕志
米子ｺﾞﾙﾌ場 岡山空港GC ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 北神戸ｺﾞﾙﾌ場 米子ｺﾞﾙﾌ場 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 北神戸ｺﾞﾙﾌ場

ｾｵ　ﾑﾂｵ ﾋｶﾞｼﾓﾄ　ﾏｻｼ ｵｵﾆｼ　ｹｲｿﾞｳ ﾅｶﾔﾏ　ﾄｼﾏｻ ﾖｼｵｶ　ﾋﾛｶｽﾞ ｶｸｲ　ｶｽﾞﾖﾘ ﾕｳｷ　ｸﾆﾋｺ

妹尾 睦男 東本 雅至 大西 慶蔵 中山 敏正 吉岡 博一 角井 和頼 結城 國彦
米子ｺﾞﾙﾌ場 北神戸ｺﾞﾙﾌ場 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 岡山空港GC 西神戸ｺﾞﾙﾌ場 北神戸ｺﾞﾙﾌ場 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ

7:30 7:30
ﾆｼﾃﾞ　ﾏｻｼﾞ ﾄﾓﾂｸﾞ　ﾉﾘｵ ﾃﾝﾗ　ﾏｻﾌﾐ ﾆｲﾐ　ｲｻｵ ｵｶﾓﾄ　ﾏｻﾖｼ ｵｷ　ｶｽﾞﾄ ｼﾊﾞﾀ　ﾏｻﾋﾛ ｲﾄｳ　ｻﾄｼ

西出 雅次 友次 則夫 天良 正文 新見 功 岡本 正義 沖 和人 柴田 正裕 伊藤 智史
北神戸ｺﾞﾙﾌ場 岡山空港GC 湯村ｶﾝﾂﾘｰ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 岡山空港GC 姫路ｼｰｻｲﾄﾞ 北神戸ｺﾞﾙﾌ場 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ

ﾀｶｲ　ｱｷﾋｺ ｵｵﾆｼ　ﾏｻﾕｷ ｲｼｶﾜ　ｼﾝ ﾅｶﾑﾗ　ﾘﾂﾛｳ ｼﾐｽﾞ　ﾔｽﾀｶ ﾀｲｱﾝ　ﾃﾂﾉﾘ ｱﾗｲ　ﾖｼｵ ｴﾆｼ　ﾋﾛﾌﾐ

高井 昭彦 大西 將之 石川 伸 中村 律郎 清水 泰貴 太安 哲教 洗井 良夫 江西 博文
ｱｵﾉｺﾞﾙﾌ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 北神戸ｺﾞﾙﾌ場 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 西神戸ｺﾞﾙﾌ場 岡山空港GC 北神戸ｺﾞﾙﾌ場 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

ｻｲ　ｼｭｳﾒｲ ﾐﾉ　ﾌﾐﾊﾙ ｳﾁﾉ　ﾀｶﾉﾘ ﾌｼﾞﾀ　ｼﾝ ﾏｴﾀﾞ　ｼｭｳｼﾞ ﾄｸﾔ　ﾐﾂﾕｷ ﾂｶﾏｴ　ﾖｼﾋﾛ ｲﾄｳ　ｶｽﾞｱｷ

蔡 秋明 三野 文晴 内野 隆徳 藤田 伸 前田 修二 徳矢 光行 塚前 義廣 伊東 一明
西神戸ｺﾞﾙﾌ場 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 北神戸ｺﾞﾙﾌ場 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 北神戸ｺﾞﾙﾌ場 ｱｵﾉｺﾞﾙﾌ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ

ﾌｼﾞﾓﾄ　ｺｳｲﾁ ﾊｾｶﾞﾜ　ﾖｼﾉﾌﾞ ﾅｶﾞﾔﾏ　ﾀﾀﾞｼ ﾜｶﾓﾄ　ﾋﾛｱｷ ｻﾝﾉﾐﾔ　ﾋﾃﾞｵ ﾔﾏﾀﾞ　ｺｳｼﾞ ｲﾘﾀﾆ　ﾖｼｵ

藤本 弘一 長谷川 清延 長山 正 若本 祐昭 三野宮 秀男 山田 浩二 入谷 祥王
西神戸ｺﾞﾙﾌ場 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ よみうりｳｴｽﾄ 郷原ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

8:07 8:07
ﾌﾀﾐ　ﾖｼﾉﾘ ﾌｼﾞﾓﾄ　ｼﾞｭﾝｲﾁ ﾅｶﾂｼﾞ　ｺｳｿﾞｳ ﾐﾉ　ﾖｼﾛｳ ｲﾉｳｴ　ｶｵﾙ ﾊｼﾓﾄ　ｺｳｼﾞ ｲｸﾞｲ　ﾂﾖｼ ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ　ﾋﾃﾞｱｷ

二見 辰伯 藤本 淳一 中辻 幸三 三野 善良 井上 薫 橋本 弘二 居蔵 毅 檀上 英昭
北神戸ｺﾞﾙﾌ場 姫路ｼｰｻｲﾄﾞ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 北神戸ｺﾞﾙﾌ場 郷原ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ よみうりｳｴｽﾄ

ｴﾑﾗ　ﾋﾛｼﾞ ﾋｵｾ　ﾏｻﾕｷ ﾆｯﾀ　ﾏｻﾋﾛ ﾏｽﾓﾄ　ｷﾐｵ ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾕｳｷ ﾂﾈﾐﾈ　ﾏｻﾖｼ ﾏﾂｵ　ｼｭｳｼ ｶﾐﾆｼ　ｹﾝｼﾞ

江村 博次 弘瀬 政幸 新田 正弘 増元 公男 山口 有樹 常峰 正義 松尾 修史 上西 憲二
ｼｰﾄﾞ･佐賀ｸﾗｼｯｸ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 北神戸ｺﾞﾙﾌ場 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 西神戸ｺﾞﾙﾌ場 奥津ｺﾞﾙﾌ倶楽部 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

ﾂｼﾞﾀ　ｼｮｳｺﾞ ﾆｼﾏﾙ　ｼﾞﾛｳ ﾆｼｵ　ﾀﾀﾞｼ ﾊｼﾓﾄ　ｶｽﾞﾋﾃﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｻﾄｼ ｱｶｻｶ　ﾏｻｵ ｵｸﾞﾗ　ﾉﾌﾞﾕｷ ｵｷ　ﾀｹﾋﾛ

辻田 昭吾 西丸 二郎 西尾 正 橋本 一秀 渡辺 悟志 赤坂 正雄 小倉 信行 沖 雄大
ｼｰﾄﾞ･佐賀ｸﾗｼｯｸ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 北神戸ｺﾞﾙﾌ場 北神戸ｺﾞﾙﾌ場 ｼｰﾄﾞ･よみうり 奥津ｺﾞﾙﾌ倶楽部 よみうりｳｴｽﾄ 西神戸ｺﾞﾙﾌ場

ﾐﾂｲ　ﾖｼｹｲ ﾀﾅｶ　ﾘｭｳｼﾞ ﾖｼﾐ　ﾀｹﾊﾙ ﾓﾘ　ﾊﾝｼﾞ ｷﾑﾗ　ｷﾖｼ ﾂﾂﾐ　ｹｲｼﾝ ﾔﾏﾓﾄ　ｾｲｼﾞ

三井 吉奎 田中 竜二 吉見 武始 森 判治 木村 紀代志 堤 敬臣 山本 誠二
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 湯村ｶﾝﾂﾘｰ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｼｰﾄﾞ･よみうり 花回廊ｺﾞﾙﾌ 北神戸ｺﾞﾙﾌ場 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ

ｸﾘﾀ　ﾐﾁｵ ｸﾎﾞﾀ　ﾀｶｼ ﾆｼ　ﾀｶﾋﾛ ﾋﾗﾀ　ﾋﾛｷ ｶﾝ　ｳ ｻｶﾈ　ﾀﾀﾞﾐ ﾌｼﾞﾀ　ﾀｹﾌﾐ ｱｵﾀ　ﾐﾂﾋﾛ

栗田 三千男 久保田 剛司 西 隆弘 平田 弘樹 姜 優 坂根 正己 藤田 健文 青田 光宏
ｱｵﾉｺﾞﾙﾌ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 西神戸ｺﾞﾙﾌ場 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｱｵﾉｺﾞﾙﾌ

ﾀｶﾊｼ　ﾄｵﾙ ﾊﾔﾏ　ﾋｻｶｽﾞ ﾀｹﾑﾗ　ｱﾂﾋｺ ﾅｶﾔﾏ　ｱｷﾗ ﾂﾂｲ　ｷﾖﾐﾁ ﾅｶﾌｼﾞ　ｻﾄｼ ｻｻｷ　ﾄｼﾌﾐ ﾏﾂｼﾏ　ﾂﾖｼ

髙橋 徹 葉山 寿一 竹村 厚彦 中山 旭 筒井 清道 中藤 敏 佐々木 紀文 松嶋 剛
よみうりｳｴｽﾄ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 琵琶湖ﾚｰｸｻｲﾄﾞ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

ｺﾃﾗ　ｹﾝｽｹ ｲﾄｳ　ﾔｽﾋｺ ｱﾍﾞ　ｻﾄﾙ ｵｵﾔﾏ　ﾉﾘﾕｷ ｵﾀﾞｷﾞﾘ　ﾏｻﾊﾙ ﾑﾗﾔﾏ　ﾖｼﾋｺ ﾖｼｶﾜ　ﾄｼﾔ ﾋｶﾞｼﾐﾁ　ｶｽﾞﾋﾄ

小寺 研介 伊藤 靖彦 阿部 悟 大山 誠之 小田桐 正治 村山 嘉彦 吉川 俊哉 東道 和仁
京阪ｺﾞﾙﾌ倶楽部 京阪ｺﾞﾙﾌ倶楽部 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 北神戸ｺﾞﾙﾌ場 京都大原PC よみうりｳｴｽﾄ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島

ｵｵﾔﾏ　ｶｽﾞﾋﾗ ｶｲ　ﾀｶｼ ﾏﾂｻﾞｷ　ﾖｼﾋﾛ ﾅｶｲ　ﾋｻｶｽﾞ ﾐｽﾞｸﾞﾁ　ｱﾂｼ ﾀｶﾊｼ　ｶｽﾞｵ ｵｵﾔﾏ　ｹﾝｼﾞ

大山 一平 甲斐 卓 松﨑 至宏 中井 久一 水口 淳司 高橋 和夫 大山 憲治
ｱｵﾉｺﾞﾙﾌ 西神戸ｺﾞﾙﾌ場 よみうりｳｴｽﾄ 京阪ｺﾞﾙﾌ倶楽部 京都大原PC ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ

12:00 12:00
ﾀｹﾊｼ　ｷﾖﾀｶ ｸﾛﾀﾞ　ｲｻﾑ ｵﾀﾞ　ﾋﾛｼ ｻｶｸﾞﾁ　ﾐﾂﾖｼ ｺｼﾞﾏ　ﾔｽﾋﾛ ﾀｷﾉ　ﾌﾐﾊﾙ ｵｸﾑﾗ　ﾖｼﾂｸﾞ ｱﾍﾞ　ﾕｷｵ

竹橋 清隆 黒田 勇 小田 裕司 坂口 光賢 小島 康弘 瀧野 文晴 奥村 善嗣 阿部 行雄
ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ よみうりｳｴｽﾄ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 京阪ｺﾞﾙﾌ倶楽部 琵琶湖ﾚｰｸｻｲﾄﾞ

ﾉｸﾞﾁ　ﾄｼｶｽﾞ ﾋｬｸﾀｹ　ｶｽﾞﾔ ﾋﾗｶﾞ　ﾌﾄｼ ﾆｼﾓﾄ　ﾀｶﾔ ｻｺｸﾞﾁ　ｺｳ ﾅｶﾉ　ﾉﾘｱｷ ｺｻﾞﾙ　ﾋﾛﾕｷ ｶﾂﾀ　ｶｽﾞﾋﾛ

野口 敏一 百武 和也 平賀 太 西本 孝也 峪口 幸 中野 典昭 小猿 裕之 勝田 和宏
大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 京都大原PC ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 琵琶湖ﾚｰｸｻｲﾄﾞ 水島ｺﾞﾙﾌﾘﾝｸｽ

ｻｸﾗｲ　ﾏｻﾙ ﾏｴﾀﾞ　ｱｻｼﾞ ｲﾄﾞ　ｼｹﾞｱｷ ｱｲﾊﾗ　ｶｽﾞﾋﾛ ｱﾍﾞ　ﾖｼﾋﾛ ﾆｼﾓﾄ　ﾕﾀｶ ｵｵﾋｶﾞｼ　ｼｹﾞﾉﾘ ﾔﾏﾑﾗ　ﾐﾉﾙ

櫻井 賢 前田 朝治 井戸 繁明 合原 ｶｽﾞﾋﾛ 阿部 義弘 西本 豊 大東 重則 山村 実
京都大原PC 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 花回廊ｺﾞﾙﾌ ｱｵﾉｺﾞﾙﾌ ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 京阪ｺﾞﾙﾌ倶楽部 西神戸ｺﾞﾙﾌ場 京都大原PC

ﾔｽﾊﾗ　ﾏｻｵ ﾆｼｵｶ　ﾀﾀﾞｼ ｺﾊﾞﾔｼ　ﾀﾞｲｽｹ ｶﾄｳ　ﾋﾛｼ ﾔﾏﾓﾄ　ﾏﾓﾙ ﾐｶﾞｷ　ﾀﾓﾂ ﾘ　ｶｼﾞｭﾝ ﾀﾅｶ　ﾉﾘﾋﾄ

安原 正夫 西岡 正 小林 大介 加藤 博 山本 守 三垣 保 李 家順 田中 規仁
京都大原PC 京阪ｺﾞﾙﾌ倶楽部 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 花回廊ｺﾞﾙﾌ 京都大原PC 花回廊ｺﾞﾙﾌ ｱｵﾉｺﾞﾙﾌ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

ﾅｶｶﾞﾜ　ｽﾐｵ ﾏﾂﾓﾄ　ｻﾄｼ ｶﾂﾊﾗ　ｼﾛｳ

中川 澄夫 松本 聡 勝原 司朗
京都大原PC 琵琶湖ﾚｰｸｻｲﾄﾞ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ

ﾅｶﾉ　ﾕｶﾘ ﾔﾏﾀｹ　ﾏﾘｴ ｸﾆｼ　ﾐｶ ﾐﾄ　ﾀｶｺ

中野 有佳梨 山岳 茉莉依 国司 美香 三戸 高子
西神戸ｺﾞﾙﾌ場 岡山空港GC 北神戸ｺﾞﾙﾌ場 西神戸ｺﾞﾙﾌ場

ﾌﾙｷ　ﾖｼｺ ｷﾀｵｶ　ﾕｶ ﾅｶﾞﾄﾓ　ﾚﾅ ｵｶｻﾞｷ　ﾐｻｺ ﾀﾆｸﾞﾁ　ｼﾏ ﾑﾗﾀ　ﾅｵｺ ﾖｼﾀﾞ　ﾏﾘｺ

古城 美子 北岡 由加 長友 玲奈 岡崎 美佐子 谷口 志麻 村田 直子 吉田 麻里子
京阪ｺﾞﾙﾌ倶楽部 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｼｰﾄﾞ･大阪 ｼｰﾄﾞ･岡山空港GC 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 京阪ｺﾞﾙﾌ倶楽部

ﾀｼﾞﾘ　ﾁｶ ｺｳﾂﾞｶ　ﾕｷ ﾂﾊﾞｷﾓﾄ　ｼﾉﾌﾞ ﾃﾗﾑﾗ　ﾐﾄﾞﾘ ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾋｶﾘ ｺﾊﾞﾔｼ　ﾐﾁﾖ ﾔﾏﾀﾞ　ﾋｻｺ ﾆｼﾀﾞ　ﾏﾕﾐ

田尻 智佳 幸塚 由紀 椿本 しのぶ 寺村 みどり 富士元ひかり 小林 美智代 山田 久子 西田 眞由美
ｼｰﾄﾞ･京阪 ｼｰﾄﾞ･西神戸 京阪ｺﾞﾙﾌ倶楽部 北神戸ｺﾞﾙﾌ場 北神戸ｺﾞﾙﾌ場 米子ｺﾞﾙﾌ場 岡山空港GC 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

ｼﾓｲ　ﾐｷｺ ｼﾐｽﾞ　ｱｹﾐ ﾀｶﾔﾏ　ﾐﾜ ｱﾏﾉ　ﾒｸﾞﾐ ｶｼﾞﾀ　ﾕﾐｺ ﾔﾏﾀﾞ　ﾏﾐ

下井 幹子 清水 明美 髙山 美和 天野 恵 梶田 由美子 山田 真美
北神戸ｺﾞﾙﾌ場 米子ｺﾞﾙﾌ場 西神戸ｺﾞﾙﾌ場 奥津ｺﾞﾙﾌ倶楽部 米子ｺﾞﾙﾌ場 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ

参加人数：188人

2021年度全日本シニア・女子ミッドアマチュアゴルファーズ選手権 西日本地区決勝
開催コース：米子ゴルフ場 2021年5月19日(水)

OUT IN

組 組

1 7:00 1 7:00

2 7:07 2 7:07

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

5 7:37 5 7:37

3 7:15 3 7:15

4 7:22 4 7:22

6 7:45 6 7:45

7 7:52 7 7:52

調　　整　　時　　間

9 8:15 9 8:15

8 8:00 8 8:00

調　　整　　時　　間

10 8:22 10 8:22

11 8:30 11 8:30

12 8:37 12 8:37

13 11:30 13 11:30

14 11:37 14 11:37

15 11:45 15 11:45

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

17 12:07 17 12:07

16 11:52 - 16 11:52

18 12:15 18 12:15

19 12:22 19 12:22

12:45 調　　整　　時　　間 21 12:45

20 12:30 20 12:30

21 12:37 -

-

第　1　部 第　1　部

第　2　部 第　2　部

24 13:07 - 24 13:07

22 12:52 22 12:52

23 13:00 23 13:00

12:37 調　　整　　時　　間


