
.

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

1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 80

ｽﾐｴｱｲﾘ ﾔﾏﾓﾄｷｴ ﾌｸﾀﾞﾐｸﾙ ﾓﾘﾀﾉｱ ｸｾ　ｶﾉｶ ｱｵﾔﾏﾕｽﾞﾕ ﾅｶｵﾑｱ ｶｶﾞﾜﾘﾎ

角江 愛梨 山本 気恵 福田 美来 森田 乃愛 久世 夏乃香 青山 ゆずゆ 中尾 夢彩 香川 倫穂
京阪ｺﾞﾙﾌ 米子ｺﾞﾙﾌ場 西神戸 京阪ｺﾞﾙﾌ 西日本地区ｼｰﾄﾞ 奥津ｺﾞﾙﾌ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 82

ｵｸﾉﾋｶﾘ ｶﾜｶﾐﾁﾅﾂ ｶﾜﾊﾞﾀﾕｲ ﾔﾏﾜｷｱｲﾘ ﾔﾏｵｶﾙｲ ｲﾏﾆｼｻｸﾗ ｸﾛｻｷﾐｳ ｶﾗｷﾀﾞﾘﾉ

奥野 光莉 川上 知夏 川端 悠衣 山脇 愛璃 山岡 瑠生 今西 さくら 黒崎 美羽 唐木田 梨乃
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 奥津ｺﾞﾙﾌ 岡山空港 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 岡山空港 西神戸 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 米子ｺﾞﾙﾌ場

1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83

ﾄﾘｲｻｸﾗ ｲﾉｳｴｱﾐﾅ ﾀﾅｶﾋﾅ ﾊﾔｼｱｲｺ ﾅｶｼﾏﾂｷﾊ ﾀｸﾞﾁｶﾘﾝ ﾌｼﾞﾜﾗﾅﾅ ﾐﾅﾄｸﾞﾁｱﾕ

鳥居 さくら 井上 蒼海奈 田中 陽菜 林 あいこ 中嶋 月葉 田口 夏鈴 藤原 奈々 湊口 愛友
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 北神戸 奥津 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 北神戸 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 84

ｶﾄｳﾅﾂﾐ ﾅｶﾞｻｶｱﾔﾅ ｺﾊﾞﾔｼﾓﾕ ﾐﾔｺ　ﾚｲｶ ﾏﾂﾀﾞﾅﾅｶ ﾏﾆﾜﾐｶ ｶｷﾐﾎ ｲﾜﾓﾄﾋﾅ

加藤 菜摘 長阪 綾苗 小林 桃幸 都 玲華 松田 菜々榎 真庭 光花 垣 美穂 岩本 日向
高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 西日本地区ｼｰﾄﾞ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 岡山空港 米子ｺﾞﾙﾌ場 京阪ｺﾞﾙﾌ

7:30 7:30
1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 85

ｵｵﾆｼﾎﾉｶ ﾔﾏｼﾀ　ｱﾐ ｶﾗﾂｻﾘ ﾅｶﾑﾗﾐｻ ﾏﾂﾓﾄｸﾙﾐ ﾓﾘﾀｱﾔｶ ｷﾀｶﾞﾜｻｸﾗ ﾅｶﾑﾗﾊﾅ

大西 穂佳 山下 アミ 唐津 沙莉 仲村 美咲 松本 來海 森田 彩夏 北川 紗玖楽 中村 巴南
西神戸 西日本地区ｼｰﾄﾞ 北神戸 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 91

ﾅｶﾞﾀﾘｺ ｼｵｼﾞ　ﾁﾋﾛ ﾜﾀﾅﾍﾞｻﾔｶ ｷｼﾓﾄﾁﾋﾛ ﾏｴｶﾞﾜﾐｵ ｳｵﾐｻｸﾗ ﾊﾞﾝﾄﾞｳﾅﾅ

長田 莉子 塩路 千尋 渡邊 紗弥華 岸本 千空 前川 実桜 魚見 彩倉 板東 茄奈
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 西日本地区ｼｰﾄﾞ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ 花回廊 ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ

1日目ｽｺｱ 72 1日目ｽｺｱ 72 1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 74

ﾓﾘﾑﾗﾐﾕｳ ｶﾐｸﾎﾞﾐｻｷ ﾏｽﾀﾞｾﾘ ｷｸﾀﾋﾅ

森村 美優 上久保 実咲 益田 世梨 菊田 ひな
高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 花回廊 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

8:00 8:00
1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85

ｷﾀｸﾞﾁﾐﾂﾙ ﾔﾏｵｶﾃﾙｱｷ ﾔｽﾊﾗﾏｻｵ ｲﾄｳｾｲﾐﾂ ﾐﾉﾌﾐﾊﾙ ｺﾝｲｶｵﾙ ｼﾛﾏｻﾀﾞﾂｸﾞ ﾅｶﾌｼﾞｻﾄｼ

北口 満 山岡 照明 安原 正夫 伊藤 生光 三野 文晴 紺井 薫 城間 貞次 中藤 敏
よみうりｳｴｽﾄ 京阪ｺﾞﾙﾌ 京都大原PC ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ よみうりｳｴｽﾄ 京都大原PC

1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86

ｿﾉｺｳｲﾁﾛｳ ｱｻｲｼﾝｷﾁ ｻｻｶﾞﾜﾔｽﾋﾛ ﾜﾀﾅﾍﾞﾏｻﾐﾁ ﾐﾔｻﾞﾜﾕｷｵ ﾎｿｶﾜﾄｼｵ ﾓﾘﾔｽﾏｺﾄ ﾀｸﾞﾁﾋｻｵ

園 耕一郎 浅井 新吉 笹川 康博 渡邊 正道 宮澤 幸男 細川 俊男 森安 誠 田口 久雄
よみうりｳｴｽﾄ 西神戸 よみうりｳｴｽﾄ 京都大原PC 奥津ｺﾞﾙﾌ 京都大原PC 岡山空港 奥津ｺﾞﾙﾌ

1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86

ﾌｼﾞｲｼﾏｻﾄ ﾔﾏｼﾀｶﾒﾐ ｱｷﾓﾄﾏｻｵ ｷｼﾀﾞ　ｻﾄｼ ｵｸﾉｼｹﾞﾊﾙ ﾊﾏﾀﾞﾄｼﾏｻ ﾀｹｲﾀﾂﾉﾘ ｶﾈﾀﾞｲｵﾘ

藤石 正人 山下 亀海 秋本 正男 岸田 敏 奥野 重治 濱田 敏正 竹井 辰典 金田 伊織
京阪ｺﾞﾙﾌ 京阪ｺﾞﾙﾌ 北神戸 姫路ｼｰｻｲﾄﾞ 京都大原PC 西神戸 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳ 京都大原PC

1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86

ｸﾛﾀﾞｼｹﾞﾄ ﾅｶｼﾏﾋﾛｼ ﾐﾔﾊﾗﾜﾀﾙ ｴﾆｼﾋﾛﾌﾐ ｵｵﾆｼｹｲｿﾞｳ ｸｽﾓﾄﾏｻｼ ｺﾃﾗｹﾝｽｹ ﾀｸﾞﾁﾘｮｳﾍｲ

黒田 繁人 中嶋 浩 宮原 渡 江西 博文 大西 慶藏 楠本 正志 小寺 研介 田口 良平
西神戸 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 京都大原PC 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 北神戸 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 京都大原PC ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ

1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87

ﾅｶｲﾋｻｶｽﾞ ｲｹﾓﾄﾀｸﾐ ﾀｶﾂｶﾄｼｵ ｳﾂﾉﾐﾔﾏｻﾖｼ ｲﾄﾞｼｹﾞｱｷ ﾌｼﾞｼﾏｶｽﾞﾋﾛ ｺﾆｼｶﾂﾐ ｱﾗﾏﾂﾉﾘｵ

中井 久一 池本 巧 高塚 俊夫 宇都宮 正喜 井戸 繁明 藤島 一廣 小西 克巳 荒松 徳夫
京阪ｺﾞﾙﾌ ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ 米子ｺﾞﾙﾌ場 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 花回廊 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 姫路ｼｰｻｲﾄﾞ 米子ｺﾞﾙﾌ場

1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87

ｽｶﾞﾊﾗﾀｹｼ ｶﾀｵｶｼﾛｳ ｱﾀﾞﾁﾄﾐｵ ﾆｼﾀﾞｽｽﾑ ｲﾜﾓﾄｶｽﾞﾏｻ ﾏﾂﾀﾞｼｹﾞﾙ ｵｵﾀﾀｸｲﾁ ｲﾅｵｶｶﾂﾐ

菅原 健 片岡 司郎 安達 富夫 西田 進 岩本 和眞 松田 茂 大田 卓一 稲岡 克己
大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 奥津ｺﾞﾙﾌ 米子ｺﾞﾙﾌ場 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ よみうりｳｴｽﾄ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 奥津ｺﾞﾙﾌ よみうりｳｴｽﾄ

8:52 8:52
1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 88

ﾂｶﾏｴﾖｼﾋﾛ ｵｸﾑﾗﾋﾛﾀｶ ﾏﾂﾓﾄｹﾝｲﾁ ｳｴｼｭｳｼﾞ ﾔﾏﾑﾗﾐﾉﾙ ﾀｹﾀﾞｼﾞｺｳ ﾀﾅｶｼｮｳｼﾞ ｽｽﾞｷｺｳｼﾞ

塚前 義廣 奥村 弘尊 松本 健一 植 修治 山村 実 竹田 二鎬 田中 正治 鈴木 講司
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ 水島ｺﾞﾙﾌﾘﾝｸｽ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 京都大原PC 米子ｺﾞﾙﾌ場 北神戸 西神戸

1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 89

ｵﾀﾞﾋﾃﾞﾉﾘ ﾅｶﾔﾏｱｷﾗ ﾀﾆｸﾞﾁｼｮｳｲﾁ ﾅｶﾆｼﾋﾃﾞｷ ｸﾞｶﾜﾏｻﾉﾌﾞ ｷﾑﾗﾋﾛｼ ﾔﾏﾈｸﾆﾋｺ ｱｻﾉｶｽﾞｵ

織田 秀宣 中山 旭 谷口 彰一 中西 秀樹 愚川 昌信 木村 博 山根 邦彦 浅野 一男
北神戸 よみうりｳｴｽﾄ 北神戸 ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ 京都大原PC 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 米子ｺﾞﾙﾌ場 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 89

ﾓﾘｼﾀｽｽﾑ ｵﾀﾞｷﾞﾘﾏｻﾊﾙ ﾀﾑﾗﾓﾘﾕｷ ｼﾊﾞﾀｱﾂｼ ﾌｼﾞﾜﾗｼｮｳｼﾞ ﾓﾘﾓﾄﾔｽﾋﾛ ｱﾗｲﾖｼｵ ｱｵﾀﾐﾂﾋﾛ

森下 進 小田桐 正治 田村 守行 柴田 淳志 藤原 昭司 森本 保宏 洗井 良夫 青田 光宏
大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 京都大原PC ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 奥津ｺﾞﾙﾌ 奥津ｺﾞﾙﾌ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 北神戸 西日本地区ｼｰﾄﾞ

1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 90

ﾀｶｷﾞﾋﾛｼ ｵｷﾞﾉﾋﾃﾞｱｷ ﾊﾆｵｶｺｳｲﾁ ｶﾉﾏﾀﾖｼﾊﾙ ﾖｼﾀﾞｱｷﾗ ﾔｷﾞｽｴｵ ｶﾜｶﾐﾋﾃﾞﾀｶ ｺｲｽﾞﾐｼｮｳｺﾞ

高木 宏 荻野 英昭 埴岡 孝一 鹿俣 義春 吉田 明 八木 末男 川上 英髙 小泉 章五
高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 北神戸 京都大原PC 西神戸 京都大原PC 水島ｺﾞﾙﾌﾘﾝｸｽ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ

1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 90

ｽｷﾞﾔﾏﾏｻﾉﾘ ﾌｼﾞﾓﾄﾐﾁﾉﾘ ﾕｳｷｸﾆﾋｺ ｼﾏｻｷｶﾂﾉﾘ ﾏｷﾉﾀﾂｼ ﾔﾏﾀﾞｶｽﾞﾋｺ ﾌｼﾞﾜﾗｼｹﾞｵ ｲﾁｵｶｵｻﾑ

杉山 雅則 藤本 道徳 結城 國彦 嶋﨑 克範 牧野 立志 山田 和彦 藤原 重雄 市岡 治
よみうりｳｴｽﾄ よみうりｳｴｽﾄ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 花回廊 京都大原PC 京都大原PC ｺｰﾄﾍﾞｰﾙ

1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 91 1日目ｽｺｱ 91 1日目ｽｺｱ 92

ｲｼﾀﾞﾃﾙｵ ﾖｼﾀﾆﾋﾛﾕｷ ｱﾂﾐｼﾝｲﾁﾛｳ ｺﾝﾄﾞｳｶﾂﾋｻ ﾀｶﾞﾊﾗｱｷﾀﾀﾞ ｼﾗｲｼﾋﾛﾏｻ ﾔﾉﾏｻﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞﾋﾃﾞﾄｼ

石田 輝夫 吉谷 博之 厚見 信一郎 近藤 克久 田ヶ原 章忠 白石 博将 矢野 雅己 渡辺 日出敏
よみうりｳｴｽﾄ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ よみうりｳｴｽﾄ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 京都大原PC 岡山空港 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

9:45 9:45
1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 92 1日目ｽｺｱ 93 1日目ｽｺｱ 93 1日目ｽｺｱ 96

ﾅｶﾆｼ　ﾏｻﾙ ﾀｶｾｶｽﾞﾋﾛ ｻｸﾗｲ　ﾏｻﾙ ﾀｶﾊｼｺｳｷ ﾔﾏﾓﾄｾｲｼﾞ ﾑﾈﾄｳﾀﾀﾞｼ ﾔﾀｼｭｳｲﾁ ﾊﾔｼ ｼﾝ

中西 勝 髙瀬 和弘 櫻井 賢 髙橋 幸喜 山本 誠二 宗藤 忠 矢田 修一 林 伸
西日本地区ｼｰﾄﾞ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 西日本地区ｼｰﾄﾞ 北神戸 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 水島ｺﾞﾙﾌﾘﾝｸｽ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 京都大原PC

1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 97 1日目ｽｺｱ 97 1日目ｽｺｱ 98

ｲﾄｳﾃﾂﾋｺ ｵｵﾋｶﾞｼｼｹﾞﾉﾘ ﾀｶﾔﾏｺｳｲﾁ ﾔﾏﾓﾄ　ﾃﾙｱｷ ｸﾘﾀﾐﾁｵ ｸﾛﾀﾞｽｽﾑ ｵｻﾞｷﾉﾘｵ

伊藤 哲彦 大東 重則 高山 耕一 山本 照明 栗田 三千男 黒田 進 尾﨑 規夫
岡山空港 西神戸 奥津ｺﾞﾙﾌ 西日本地区ｼｰﾄﾞ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ よみうりｳｴｽﾄ よみうりｳｴｽﾄ

1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77

ｵｷ　ｶｽﾞﾄ ﾅｶﾞﾄﾐ　ｺｳｼｭ ﾖｼｵｶﾋﾛｶｽﾞ ｻｲ　ｼｭｳﾒｲ

沖 和人 長富 公守 吉岡 博一 蔡 秋明
西日本地区ｼｰﾄﾞ 西日本地区ｼｰﾄﾞ 西神戸 西日本地区ｼｰﾄﾞ

参加人数：男子115人　女子51人

全日本女子アマ・グランドシニアアマチュアゴルファーズ選手権　西日本地区決勝
２日目ペアリング

開催コース：米子ゴルフ場 2022年4月28日(木)

OUT IN

組 組

1 7:00 1 7:00

2 7:07 2 7:07

3 7:15 3 7:15

4 7:22 4 7:22

6 7:45 6 7:45 -

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

5 7:37 5 7:37

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

調　　整　　時　　間

8 8:07 7 8:07

7 7:52 7:52

9 8:15 8 8:15

10 8:22 9 8:22

11 8:30 10 8:30

12 8:37 11 8:37

調　　整　　時　　間

14 9:00 13 9:00

13 8:45 12 8:45

調　　整　　時　　間

15 9:07 14 9:07

16 9:15 15 9:15

17 9:22 16 9:22

18 9:30 17 9:30

調　　整　　時　　間

20 9:52 19 9:52

19 9:37 18 9:37

調　　整　　時　　間

22 10:07 10:07 調　　整　　時　　間

21 10:00 20 10:00 -


