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滋賀県東近江市布引運動公園陸上競技場
(布引グリーンスタジアム)
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競 技 場 コ ー ド ： 2 5 3 0 4 0

競 技 会 コ ー ド 　 1 3 5 0 1 7 0 3

リザルト
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滿窗璈肘ä ㇱココクゲスァォガケクスオ 琢ゅ璈邇酩 ㇱココクサゴァォガケクスオ ₁咩璈瘧Ⅷ ㇱココクサシァォガケクスオ 拄ゅ璈把徂 ㇱココクザコァォガケクスオ 拄闌璈{違賣 ㇱココクシゲァォガケクスオ 轍衷釮璈凡フ ㇱココクスシァォガケクスオ 琄⒐璈吻領 ㇱココクズジァォガケクスオ ú衷璈48⊕ ㇱコゴクケザァォガケクスオ

ガ𥧔庁蓧庁 ɔ40奪蓧彳 36ブ蓧彳 摩⒈戻蓧❸ ガ4蓧藁 撤燐瀧蓧彳 め輩蓧怡 虫ホ蓧鰭

暑託璈溽稚 ㇱザケクケザ 超ガ璈被徂 ㇱザゲクコサ 0樅璈徒酩 ㇱザゲクサジ 菟璈瀧賣 ㇱザゲクジズ ㌍鑚璈絆 ㇱザコクゲケ 髷も璈M睚瀦 ㇱザコクシコ 轍虜ゅ璈Ǎ ㇱザコクシズ 晧ホ璈彳邇 ㇱザゴクゲケ

辿貉樅蓧鰭 痏睼疷瞭蓧鰭 倀驥蓧鰭 亢痀睼痝癮08蓧彳 寫摩楙蓧彳 椻■陬蓧怡 姙遊蓧庁 ó滿蓧彳

恃璈ᆨ坿 ㇱコセケゲクザゲ 嗔跏璈笂ù ㇱコセケゲクザス ガ囮璈徸賣 ㇱコセケゲクジシ 鐚隰璈辮 ㇱコセケゲクズゲ 枡ゅ璈塀徂健 ㇱコセケコクコゴ 椌ゅ璈貭佗 ㇱコセケゴクゲシ 秒鑵璈2/9徂 ㇱコセケゴクズコ 曦璈藁漾 ㇱコセケザクジジ

烋樸蓧鰭 肘祘奪蓧鰭 盆虜滿樅腆蓧鰭 フ睚滿蓧藁 嘆褫蓧彳 〇傜忠蓧彳 託觥蓧庁 潭屏樅蓧怡

濯⒐璈翅柮 ㇱサセケシクジザ 耶衷璈f糧 ㇱサセゲゲクゲス 燐樸璈塀朝 ㇱサセゲゲクスシ ゅ嘆璈ー稚 ㇱサセゲコクケザ 嘆浚璈塀 ㇱサセゲサクズズ 盆衷璈アト〝 ㇱサセゲザクシケ 霓璈㊍烋 ㇱサセゲジクザザ ë褫璈巌朝 ㇱサセゲスクサジ
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襁⅘遊蓧鰭 衷廉瞭蓧鰭 襯樸遊蓧彳 わ嘆友瀧蓧彳 赱戻褫蓧彳 樅繈蓧鰭 う樅蓧庁 瑟託蓧怡

め輩蓧怡 ㇱサゴクサジ 赱戻褫蓧彳 ㇱサゴクズケ 痏睼疷瞭蓧鰭 ㇱササクコジ 秩樸蓧庁 ㇱササクゴコ 鐚褫戻蓧鰭 ㇱササクザズ 疵馮嘆徑蓧❸ ㇱササクジゲ ガ𥧔庁蓧庁 ㇱササクジサ 琢枡ゅ蓧藁 ㇱササクスゲ

ぬゅ璈埀巽 霓璈勹併 滲褫璈{徑 滿眠璈㋽リ 嘆褫璈郛断 侮鯲璈`ë 52樅璈遊⑼朝 黔鑚璈笂朝

琄⒐璈吻領 ゅ嘆璈島81 超ガ璈被徂 83鑵璈領 櫟璈ニ稚 猝朗璈ヵ朝 滿窗璈肘ä 鑵闌璈`Ⅷ

寫璈浗2/9 戻衛璈瀧Ⅷ 珽㌍璈苞{ 83鑵璈匹 1/7殤璈2/9Ⅷ ë褫璈暈Ⅷ 嘆闌璈ᆨä 耨朗璈翅断

不ゅ璈檟 燐戻璈⑼賣 咩璈`Ⅷ 巢ホ璈殘烋 ɔ衷璈迭＝ 彳殤璈邊ブ 樸鑚璈48 ワ鑚璈ニ稚

驂淀璈苞稚 ㇱゲクズゲ れゅ璈本 ㇱゲクスケ b滿璈ニä ㇱゲクスケ 不ゅ璈檟 ㇱゲクスケ ㎆ゅ璈彳矛 ㇱゲクスケ 燐滿璈梹漾 ㇱゲクジザ

4/11燐蓧鰭 08ゅ蓧鰭 1ɔ滿蓧❸ め輩蓧怡 83鑵ガ蓧彳 滲コ晤樅蓧❸
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樅ゅ璈ʒブ ㇱサクコケ ワ鑚璈é張 ㇱサクコケ 03鯲璈吻徂 ㇱゴクズケ 団鴇璈═徂 ㇱゴクスケ 衷琢璈フ軛 ㇱゴクスケ 滿団鴇璈離雄 ㇱゴクジケ 蓄璈雄フ ㇱゴクジケ 椌戻璈梍ä ㇱゴクジケ
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隰瀕璈徑秒 ㇱシクズコァォガゲクズオ ı̊璈蔆 ㇱシクズゲァォギケクズオ 鑵託璈梍瀧 ㇱシクジザァォガゲクゴオ 曺も璈庁Û ㇱキ゚シクザジァォガコクコオ 侊殤璈- ㇱシクザケァォガケクスオ 団鴇璈═ä ㇱキ゚シクザケァォガコクゲオ 隰衷璈♦ ㇱシクサスァォガケクザオ 咩璈îä ㇱシクゴジァォガゲクサオ

芦遊蓧彳 f㎆蓧彳 捴⅘ガ蓧鰭 6岑蓧怡 ㈫歹蓧鰭 4/11燐蓧鰭 超㎆蓧❸ 彳陬蓧❸

═璈ゖ断b ㇱキ゚ゲゴクザザァォガゴクズオ ガ闌璈禺徂 ㇱキ゚ゲゴクザケァォガコクゴオ 淀ゅ璈笮穵箛秂 ㇱゲゴクゴサァォガコクケオ 轍璙鑵璈ビ ㇱゲコクスゲァォガコクケオ 《ゅ璈豎廂 ㇱキ゚ゲコクスケァォガコクゴオ 団31璈笂彳 ㇱゲコクジザァォガケクジオ 彳ゅ璈邇フ ㇱキ゚ゲコクシズァォガゴクゲオ 朞燐璈藁酩 ㇱゲコクシコァォガゲクコオ

隰㌗蓧彳 託庁蓧庁 鞣淀蓧❸ 徃Xガ蓧怡 彳p蓧鰭 う淀蓧❸ 嘆朞蓧彳 ‡戻蓧鰭

《滿璈雄糧 ㇱゲザクケズ 咩褫璈ょ邊 ㇱゲサクゲザ 倀鑵璈怙賣 ㇱゲゴクシジ 隰ゅ璈`佗 ㇱゲゴクシゲ 嘆樅璈倐梍 ㇱゲゴクザコ 侮ゅ璈笂烋 ㇱゲゴクコゲ 閹鑚璈儕竰 ㇱゲゴクゲコ 40樅璈俛稚 ㇱゲコクスゴ

過㏄瞭蓧鰭 ゅ椹蓧彳 ▏滿蓧藁 テデ蓧庁 幽裘奪蓧彳 捴⅘嘆使蓧鰭 楯2/7蓧怡 堤コ蓧庁

猝ゅ璈賭彗 ㇱササクゴズ 徃褫璈彳ä ㇱサケクズサ 烋霓璈瀧漾 ㇱゴズクゴゴ 滓0璈♤Ⅷ ㇱゴスクサジ 姫歹璈⎬耨 ㇱゴスクケス 隰鑚璈フ徂 ㇱゴジクゲケ 樅ゅ璈鐚張 ㇱゴザクスザ 霓璈駮稚 ㇱゴサクズサ

徂敕ガ蓧鰭 襁⅘遊蓧鰭 ⑱淀蓧庁 濯ⅲ蓧彳 襁⅘遊蓧鰭 隰㌗蓧彳 摩樸濯蓧庁 〉撤蓧藁

恃樅璈ゝ㋹ ㇱコザジコ ⎬靱璈彳84 ㇱコザザズ 鴈旅璈ビ稚 ㇱコザサシ 嘆闌璈邇烋 ㇱコザコズ 檢鑚璈îⅧ ㇱコザゲジ 過鑵璈眠稚 ㇱコサシコ 檢殤璈梍{ ㇱコサコシ ゅは璈⑼賣 ㇱコサゲス

襁⅘遊蓧鰭 4/11燐蓧鰭 霏跏嗔蓧彳 囮ゅ蓧鰭 芦遊蓧彳 珽XIII蓧❸ 陬ä蓧庁 ‡樅遊蓧彳
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拄ゅ璈㏈佗 ㇱゲゲクスズァォガケクザオ 《ゅ璈ゝⅧ ㇱゲゲクズザァォガケクザオ 梛託璈苗フ ㇱゲコクケゴァォガケクザオ 椌歹璈81彳 ㇱゲコクゲコァォガケクザオ ゅ嘆璈そ ㇱゲコクゲシァォガケクザオ 隰鑚璈島稚 ㇱゲコクコシァォガケクザオ 滿琢璈`わ ㇱゲコクコジァォガケクザオ 鑵埖敕璈働ユ ㇱゲコクゴゴァォガケクザオ

遊《ゅ蓧彳 烋ゅ蓧彳 ょフ蓧藁 閹蓧彳 徂敕陬蓧鰭 盆虜滿蓧鰭 軛藁蓧藁 短ブ蓧藁

隰浚璈絆 ㇱサセコズクゲス 朞歹璈48葺 ㇱサセコズクズコ 濯晁璈離佗 ㇱサセコズクズサ 嬪は璈徒煉 ㇱサセゴケクケザ ゅ淚璈肘 ㇱサセゴサクケシ Ǔ鑚璈瀕稚 ㇱサセゴサクゴゲ 彳闌璈笂瀧健 ㇱサセゴザクザズ 恃闌璈蹙塁 ㇱサセゴジクスス

懃0汜蓧鰭 o衷蓧鰭 䉤遊蓧鰭 グ徉蓧彳 髷㎆蓧庁 秩滿蓧藁 庁ペ彳榻蓧庁 陬驥蓧彳

停ホ璈軏 ㇱゲゲクゴジァォガゲクザオ 朞鑚璈⑵b ㇱゲゲクササァォガゲクザオ 陬罵璈⑼朝 ㇱゲゲクザケァォガゲクザオ 塁樅璈X瀧鐺 ㇱゲゲクザサァォガゲクザオ ⑰樅璈ー煉 ㇱゲゲクシケァォガゲクザオ 隰鑚璈苞溥 ㇱゲゲクシサァォガゲクザオ 馮琢璈彳ä ㇱゲゲクシジァォガゲクザオ 晧ホ璈ー⑵ ㇱゲゲクシジァォガゲクザオ

枹榮滿池蓧彳 鑵㎆忠蓧庁 ッ屏瀧蓧彳 晤樅遊蓧❸ 隰繈蓧鰭 盆虜滿蓧鰭 凋褫濯蓧彳 襁⅘蓧鰭

╆旅璈被朝 ㇱゲゲクケコァォギケクコオ 縫ゅ璈吻 ㇱゲゲクゲゲァォギケクコオ 4璈爲徂 ㇱゲゲクゲサァォギケクコオ 咩璈`Ⅷ ㇱゲゲクコスァォギケクコオ ゅ嘆璈島81 ㇱゲゲクゴゲァォギケクコオ 03ゅ璈塀賣 ㇱゲゲクゴゲァォギケクコオ 衷ゅ璈笂 ㇱゲゲクゴゴァォギケクコオ 胥屏璈笂徂 ㇱゲゲクゴザァォギケクコオ

92使蓧庁 彌し陬蓧鰭 陬彳梛旄囮蓧怡 痏睼疷瞭蓧鰭 赱戻褫蓧彳 泪飮蓧庁 託觥蓧庁 g疰奪蓧鰭

盆虜滿蓧鰭 ㇱサザクジサ 靱旅蓧❸ ㇱサシクズサ 鐚褫戻蓧鰭 ㇱサジクゲズ 鑚彌し蓧鰭 ㇱサジクコゲ 霏跏忠蓧彳 ㇱサジクシゴ ㈲淀蓧怡 ㇱサジクスケ ㎲戻蓧庁 ㇱサスクザズ

彳0璈吻邊 ㎝璈⑼ 彳も璈焙 燐闌璈ヵ2/9 咩璈`Ⅷ 樅旅璈äI̊ コú璈蘂朝

隰鑚璈島稚 炭樅璈81 轍ネ璈═㋹ 超輸璈蹄煉 隰鯲璈島Ⅷ zゅ璈⑼賣 鯲褫璈埀張

褫嘆璈麥 珽㌍璈徸 椌も璈け耨 超輸璈爲軛 琢淀璈苞槖 隰鯲璈81煉 椌霓璈彳ミ疵

隰鑚璈苞溥 燐滿璈▅朝 ガ楙璈徸徂 ガ褫璈❶I̊ 鞣淀璈徸徂 驢褫璈穡烋 戻闌璈Ⅷ

襁⅘遊籗鰭 𦣪舙珵 4/11燐籗鰭 臤𦧝珵 痏睼疷瞭籗鰭 臤𦧝珵 赱戻褫籗彳 臤臿珵 盆虜滿籗鰭 臤臽珵 め輩籗怡 臤臬珵 芦遊籗彳 臤𦣪珵 隰㌗籗彳 臤臤珵
鰭爍 コザシ珵 彳悗 ゲズケ珵 庁楯 ススクゴゴ珵 ❸ミ ジゴクゴゴ珵 怡フ ゴズ珵 藁辿樅 ゴシクゴゴ珵
鰭爍 ササス珵 彳悗 ゴサゴ珵 庁楯 ゲサゴクゴゴ珵 ❸ミ ゲゲジクスゴ珵 怡フ スゲクザ珵 藁辿樅 ザゲクゴゴ珵

キ゚ァォキ゚リワュァモヴヴリヴヵオァセァ9徉理i

彳抵赱ァセァ彳抵ぇ埴

旄餮檮舩癧珵う敕
燔p檮舩癧珵う敕
燔p檮舩癧珵う悄

徹旄烝う敕 ス鏤シ蹙 サク゚ゲケケヮビ
彳抵赱

コ烝う敕 ス鏤ジ蹙 ゲケケヮ

ゴ烝う敕 ス鏤シ蹙 ゲケケヮ

ゲケケヮ

ス鏤シ蹙 ゲザケケヮ

ㇱザザクゴジ ㇱザサクサケㇱザサクゲシ ㇱザゴクスス

ゲ烝う敕 ス鏤ジ蹙

ㇱザジクコジ ㇱザザクシサ

ㇱゲコクゴコ ㇱゲゲクスゴ

ㇱゲクジケ ㇱゲクシケ

ㇱザシクケシ ㇱザサクスジ

ㇱゲクジス ㇱゲクジケ ㇱゲクジケ ㇱゲクジザ ㇱゲクスサ ㇱゲクスゲ

ㇱゲゲクゲシ ㇱゲコクケス ㇱゲコクゴコ ㇱゲゲクサコ ㇱゲゲクシケ ㇱゲケクゲサ

ㇱゲザクサスァォケクケオ ㇱゲザクスザァォガゲクゲオ ㇱゲザクジゴァォガケクズオ ㇱゲザクジジァォガケクズオ ㇱゲシクゴケァォケクケオ ㇱゲザクスゲァォガゲクゲオ

ス鏤シ蹙 付U舐

ス鏤シ蹙 嗔ⅺレ臘

ㇱゲザクシザァォケクケオ ㇱゲザクジジァォガケクズオ

ス鏤シ蹙 Ǎ濮4

ス鏤ジ蹙 濯漣4

ス鏤ジ蹙 Ē炭舐

ス鏤ジ蹙 Ǎ珽4

ス鏤シ蹙 鰈珽4

ゲザケケヮ

ス鏤ジ蹙 ゴケケケヮ

ス鏤シ蹙 ゲゲケヮド

ス鏤ジ蹙 サク゚ゲケケヮビ

ジ哲ジ哲ジ哲ジ哲 ス哲ス哲ス哲ス哲

蒜〛う敕

ス鏤シ蹙 コケケヮ

ス鏤シ蹙 サケケヮ

ス鏤ジ蹙 スケケヮ

ス鏤ジ蹙

端柏嗹典隣 0ば嘆旄餮典テ’Q 絆誘隣 ❸ミ絆琢レ臘誘抵

ゲ哲ゲ哲ゲ哲ゲ哲 コ哲コ哲コ哲コ哲 ゴ哲ゴ哲ゴ哲ゴ哲 サ哲サ哲サ哲サ哲 ザ哲ザ哲ザ哲ザ哲 シ哲シ哲シ哲シ哲

レ臘抵隣 0𦥯𦣪嘖0ば嘆旄餮f淋典テ彳抵璈絆琢レ臘癮使
鑢蹙籗迯庖 コケゲゴグスグシギジ

レ臘寢隣 陬0〉滲漱瑰殺湊苗囮絆琢レ臘寢
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蹙沈蹙沈蹙沈蹙沈 ⅺ¥ⅺ¥ⅺ¥ⅺ¥

㎆樅璈07 ㇱコサクズザァォガケクスオ 2/9樸璈は⇄ ㇱコサクズジァォガケクスオ 彳霓璈{ょ ㇱコザクサケァォガケクスオ 胥も璈▅⑼ ㇱコザクシケァォガケクスオ ホゅ璈畒畱㽷 ㇱコザクスジァォガケクスオ ガゅ璈40め ㇱコザクスジァォガケクスオ ⑰ゅ璈わ齋 ㇱコザクズスァォガケクスオ ガ闌璈40XIII ㇱコシクゲコァォガケクスオ

旄貭蓧鰭 彳抵赱 愔螭蓧怡 彳抵赱 轍衷梛蓧彳 霏跏樅ゅ蓧彳 椻梛蓧鰭 嘆朞蓧彳 鑛蹙蓧鰭 滲コ晤樅蓧❸

琄㌍璈皧𤺋 ㇱコセケスクザシ 03枡璈{離 ㇱコセゲコクジケ 52樅璈畒䀹矞 ㇱコセゲザクコシ 晧署璈z亢 ㇱコセゲザクゴゴ 胥も璈㏈⑼ ㇱコセゲシクゲケ 嘆樸璈ç84 ㇱコセゲスクスサ ⑱淀璈{鑷 ㇱコセココクシズ 戻滿璈は滯 ㇱコセコザクケゴ

樅繈蓧鰭 ヂニビギ彳抵赱 珽頓蓧鰭 閫流蓧鰭 は㎆蓧❸ 霏跏樅ゅ蓧彳 椻■戻蓧怡 隰楙蓧庁 庁楯皀《蓧庁

琄隰璈郛40筁𥞴篖竌 ㇱサセコサクシゴ ゅ嘆璈漾曚 ㇱサセコスクゴザ ガ滿璈䀹䁘畽 ㇱサセコスクジス 癆ホ璈彗 ㇱサセゴゲクシス 遊璈40㌶漾 ㇱサセゴコクジコ ㎣淚璈駱敕 ㇱサセゴズクゲゴ 褫闌璈42 ㇱサセサゴクズゲ ワ不璈は鮓 ㇱサセササクシサ

ろ48悄旄㾱蓧彳 椌褫遊蓧鰭 ⑱淀蓧庁 烋樸遊蓧鰭 ー褫陬蓧鰭 幽裘奪蓧彳 琢52㎆蓧藁 毒旄㾱蓧庁

嘆領璈め鏤 ㇱゲサクケゲァォガゲクゲオ N璈瘃瘘𤺋 ㇱゲサクコサァォガゲクゲオ 嘆闌璈饀怡 ㇱゲサクゴコァォガゲクゲオ 徃褫璈Ñめ ㇱゲサクゴザァォガゲクゲオ ㎣使璈裘徒敕 ㇱゲサクサシァォガゲクゲオ 輸璈邯椻 ㇱゲサクザゲァォガゲクゲオ 嘆汲璈蹣フ ㇱゲサクザゴァォガゲクゲオ 姫ó璈過 ㇱゲサクシゴァォガゲクゲオ

わ嘆友嗔蓧彳 懃0珽奪蓧鰭 83鑵ガ蓧彳 ガ䉤蓧彳 捴⅘ガ蓧鰭 衷廉瞭蓧鰭 は㎆蓧❸ 摩樸濯蓧庁

彳淀蓧鰭 ㇱサスクズザ 旄貭蓧鰭 ㇱサズクゲス ガ䉤蓧彳 ㇱサズクゴサ 遊舜蓧❸ ㇱサズクシコ 亢痀睼痝癮08蓧彳 ㇱサズクスジ 曖唹蓧鰭 ㇱサズクズコ 霏跏樅ゅ蓧彳 ㇱザケクゲコ 陬ä蓧庁 ㇱザケクザジ

嘆闌璈桍 彳鰶璈怡㎆40 68ゅ褫璈巌穰 廡樶璈畒畱痝 椌褫淀璈⎬40 停椹璈ゝ做 隰闌璈伀わ 椌隰璈糧怡

う闌璈庁敕 彳殤璈40楯 鰶撤璈㊌瓧 縫ゅ璈Ð 杼ゅ璈饀㏄ ホ淀璈㌶T 胥も璈▅⑼ 虜ガ璈{笂

肘樅璈霤裘 琢淀璈ょ鮓徒 徃褫璈Ñめ 戻朞璈40滯 ュ樅璈40XIII 癆ホゅ璈07 胥も璈㏈⑼ 褫旅璈㊐

櫟鑚璈40怡 ㎆樅璈07 轍璙鑵璈鬢 悗ゅ璈驟 顰ゅ璈宅徑誕 鴈殤璈14め ホ淀璈椌彜 椌褫璈椻め敕

4/11ゅ璈幽XIII ㇱゲクシゴ 猝嘆璈濯輳 ㇱゲクシコ 樅旅璈鍮㊌ ㇱゲクザズ 過鑵璈彗 ㇱゲクザズ 烋褫璈ょ彜 ㇱゲクザシ 滿朗璈ゝ誕 ㇱゲクザシ 迯潰璈40鴇敕 ㇱゲクザシ

睚ミ蓧❸ 晝汲蓧庁 琢っ敕囮蓧鰭 濯舜蓧怡 ₁埔瞭蓧彳 椻■陬蓧怡 孅ゅ蓧❸

樸ゅ璈{滯 ㇱゲクザシ

褫㌃蓧❸

ワ不璈{瓧 ㇱキ゚ザクジコァォガコクサオ 滲淀璈p誕 ㇱザクジゲァォギゲクザオ 鹹鑵璈瀦40 ㇱザクジゲァォガケクシオ ヸ褫璈X敕 ㇱキ゚ザクサゲァォガコクスオ 褫椹璈{ょ ㇱザクゴズァォガゲクコオ 椌樅璈輳椻 ㇱキ゚ザクゴスァォガゴクケオ ㌍鑚璈穰曚鮓 ㇱザクゴザァォガゲクシオ 淀ゅ璈藁菟 ㇱザクコスァォガケクザオ

摩朗蓧彳 髷㎆蓧庁 う樅濯蓧庁 徂坿蓧藁 黔リガ蓧彳 珽頓蓧鰭 睚跏蓧鰭 樸殤蓧庁

楙樅璈藁わ ㇱゲザクジコ 52ゅ璈76 ㇱゲゴクジゴ 倀顰璈餠 ㇱゲゴクサゴ 隴頓璈70わ ㇱゲゴクケゴ ホ鑚璈亢フ ㇱゲコクズス 檢鑵璈Xめ ㇱゲコクスゴ 顰咩璈㊌Ⅷ ㇱゲコクジケ 朗ッ璈疸盆 ㇱゲコクコシ

睚跏蓧鰭 彳抵稛磹 楯2/7蓧怡 ₁埔瞭蓧彳 41齠囮蓧鰭 鐚褫戻蓧鰭 亢痀睼痝癮08蓧彳 ㊪衷蓧彳 ㈲淀蓧怡

齶埔璈徒敕 ㇱゴコクゲシ ㎣O̊璈宅⑼ ㇱゴゲクジシ 樅託璈裘め ㇱゴゲクザコ 盆ホ璈雄敕 ㇱゴゲクゲゴ 屠ゅ璈被40椻 ㇱゴケクゴゴ 燐ゅ璈9208 ㇱコズクスシ 珽㌍璈î轍 ㇱコズクジケ 託歙璈钁 ㇱコズクゲゲ

₁埔瞭蓧彳 轆藁蓧彳 椌㎆蓧彳 烋褫蓧鰭 珽G蓧藁 ㈲淀蓧怡 鐚褫戻蓧鰭 õ梛遊蓧怡

种筦箵䅈稛璈𥆩睼 ㇱゴケケコ 滿旅璈{瓧 ㇱコズゴジ 秒楙璈霙怡曚 ㇱコジジゲ 闌楙璈Xめ ㇱコシゴケ 槖ヶ璈ソ08 ㇱコシゲズ 盆ホ璈{徑 ㇱコシケシ ワ不璈#め ㇱコザジゴ 褫旅璈饀怡 ㇱコサコゴ

離⎧蓧彳 彳抵赱 虜〉瞭蓧彳 彳抵赱 懃0珽奪蓧鰭 41齠囮蓧鰭 ㈲淀蓧怡 1ɔ滿蓧❸ 4/11胥摩埔蓧鰭 肘繈蓧怡

ス鏤シ蹙 ゲケケヮド

ス鏤シ蹙 Ǎ珽4

ス鏤シ蹙 Ē炭舐

ス鏤シ蹙 コケケヮ

埔褫璈宅⑼ ㇱゲコクシケァォガケクズオ 琢鏤璈瀦40 ㇱゲコクズゲァォガケクズオ 虜漣璈轍遊 ㇱゲコクズゴァォガケクズオ 猝朗璈駱怡 ㇱゲゴクケシァォガケクズオ ♦璈闃鮓 ㇱゲゴクケスァォガケクズオ 琄歹璈梹M瀦 ㇱゲゴクケズァォガケクズオ 彌ゅ璈粽⑼ ㇱゲゴクゲシァォガケクズオ

ゅ椹蓧彳 衷廉瞭蓧鰭 鑚樅遊蓧鰭 鏤ð蓧庁 徂坿蓧藁 樅繈蓧鰭 庁楯肘わ蓧庁

燐褫璈糧れ ㇱゲコクコシァォギケクジオ 朞ゅ璈弛リ ㇱゲコクザザァォギケクジオ 彳殤璈40楯 ㇱゲコクジシァォギケクジオ 椌陬璈䁘畱 ㇱゲコクジシァォギケクジオ 出滿璈雰 ㇱゲコクスサァォギケクジオ ね樸璈ソ璙 ㇱゲコクズコァォギケクジオ 靱も璈繈敕 ㇱゲゴクケザァォギケクジオ 鑵𥧔鑚璈蹙め ㇱゲゴクゲゲァォギケクジオ

蹙燐蓧❸ 鑛丰蓧鰭 旄貭蓧鰭 椌褫蓧鰭 虫媧蓧彳 彳耨蓧怡 晤樅遊蓧❸ 芦遊蓧彳

燐ゅ璈彜滯 ㇱゲコクコザァォガケクスオ 櫟鑚璈40怡 ㇱゲコクゴサァォガケクスオ 轍璙鑵璈鬢 ㇱゲコクゴスァォガケクスオ ホ淀璈㌶T ㇱゲコクサケァォガケクスオ 鶇隰璈瀦裘㊌ ㇱゲコクシゲァォガケクスオ 輳鑵璈鬳曚鼎 ㇱゲコクシザァォガケクスオ 杼ゅ璈饀㏄ ㇱゲコクジゴァォガケクスオ 遊鑚璈32違 ㇱゲコクジスァォガケクスオ

樸殤蓧庁 彳淀蓧鰭 ガ䉤蓧彳 曖唹蓧鰭 駮蓧庁 6岑蓧怡 亢痀睼痝癮08蓧彳 秒邉蓧鰭

o衷蓧鰭 ㇱザケクゴシ 蹙燐蓧❸ ㇱザケクザズ 樅繈蓧鰭 ㇱザゲクザシ 亢痀睼痝癮08蓧彳 ㇱザゲクシケ 揜㋐蓧彳 ㇱザゲクスジ 摩樸濯蓧庁 ㇱザコクサケ め輩蓧怡 ㇱザコクジズ

閹鑚璈粽わ 琢褫璈40ゝ 樅鑚璈M敕 〉ゅ璈钁裘 摩も滿璈離椻 滿殤璈離08 鶇ゅ璈蹣㋹

隰鑚璈幽亢 ね樶璈40怡曚 琄歹璈梹M瀦 歹ゅ璈焜彗 樅ゅ璈{ょ ㎣淚璈楯焙 鴈4璈瓧敕

椌ガ璈ｸ 顱ゅ璈幽酩 樸ゅ璈わ怡 闌ゅ璈曚被 蹣滿璈迭怡 衷琢璈畒瘘䀹 嘆衷璈蹙怡敕

恃褫璈à堠 燐褫璈糧れ 嘆衷璈瀦敕 歹不璈邵 赱ゅ璈め蠻 姙樅璈粽怡 馮㎆璈軛蹙椻

旄貭籗鰭 𦣪臤珵 ₁埔瞭籗彳 臤𦧝珵 樅繈籗鰭 臤舄珵 ガ䉤籗彳 臤舄珵 蹙燐籗❸ 臤臿珵 彳淀籗鰭 臤臿珵 亢痀睼痝癮08籗彳 臤臽珵 懃0珽奪籗鰭 臤臬珵

鰭爍 ゲズコ珵 彳悗 ゲザゴ珵 庁楯 ザザ珵 ❸ミ ササクザ珵 怡フ サコクザ珵 藁辿樅 ゲザ珵

彳抵赱ァセァ彳抵ぇ埴

彳抵稛磹ァセァ彳抵稛磹ぇ埴

旄餮檮舩癧珵悄敕

燔p檮舩癧珵悄敕

キ゚ァォキ゚リワュァモヴヴリヴヵオァセァ9徉理i

ヂニビァセァ0ば嘆旄ぇ埴

キ゚ㇱコシクザジァォガゴクコオ キ゚ㇱコシクコシァォガゴクコオ

ゴ烝悄敕 ス鏤シ蹙 ゲケケヮ

徹旄烝悄敕 ス鏤シ蹙 サク゚ゲケケヮビ
彳抵赱 彳抵赱

ゲ烝悄敕 ス鏤ジ蹙 ゲケケヮ

コ烝悄敕 ス鏤ジ蹙 ゲケケヮ

キ゚ㇱコシクシゴァォガゴクコオ キ゚ㇱコシクザサァォガゴクコオ キ゚ㇱコシクスコァォガゴクコオ キ゚ㇱコシクシサァォガゴクコオ

ㇱゲクサケ ㇱゲクサズ

ㇱズクサケ ㇱズクケズ

ㇱコシクジケァォガコクケオ ㇱコジクサケァォガコクケオ

ㇱゲコクゲゲ ㇱゲゲクズコ ㇱゲケクズゴ ㇱズクケシ ㇱゲケクシケ ㇱゲゲクケズ

ㇱゲザクサスァォガケクザオ ㇱゲザクズシァォガケクザオ ㇱゲザクケシァォガケクザオ ㇱゲシクサコァォギケクザオ

ㇱゲクザス ㇱゲクザザ ㇱゲクザコ ㇱゲクサズ ㇱゲクサゴ ㇱゲクサゴ

ス鏤シ蹙 嗔ⅺレ臘

ㇱゲサクジシァォガケクザオ ㇱゲザクゲケァォギケクサオ ㇱゲザクゴジァォギケクザオ ㇱゲザクゴゲァォギケクサオ

ス鏤シ蹙 Ǎ濮4

ス鏤ジ蹙 Ē炭舐

ス鏤シ蹙 付U舐

ス鏤ジ蹙 Ǎ珽4

ゲケケヮド

ス鏤ジ蹙 サク゚ゲケケヮビ

ジ哲ジ哲ジ哲ジ哲 ス哲ス哲ス哲ス哲

蒜〛悄敕

ス鏤シ蹙 コケケヮ

ス鏤シ蹙 スケケヮ

ス鏤ジ蹙 ゲザケケヮ

ス鏤ジ蹙

端柏嗹典隣 0ば嘆旄餮典テ’Q 絆誘隣 ❸ミ絆琢レ臘誘抵

ゲ哲ゲ哲ゲ哲ゲ哲 コ哲コ哲コ哲コ哲 ゴ哲ゴ哲ゴ哲ゴ哲 サ哲サ哲サ哲サ哲 ザ哲ザ哲ザ哲ザ哲 シ哲シ哲シ哲シ哲

レ臘抵隣 0𦥯𦣪嘖0ば嘆旄餮f淋典テ彳抵璈絆琢レ臘癮使
鑢蹙籗迯庖 コケゲゴグスグシギジ

レ臘寢隣 陬0〉滲漱瑰殺湊苗囮絆琢レ臘寢

鏘被44敏腆ゥ う敕: 猝ゅ漉賭彗 徂敕ガ(3)こ鰭漉蒜〛付U舐 ゃ眠ǖ哲 44m39 レ臘抵思実詩漉13501703

悄敕: 琄㌍漉策作 樅繈(3)こ鰭  漉蒜〛800m 漉ゃ眠ǖ哲 2'08"56 レ臘寢思実詩漉253040

彳抵赱ぇ埴瀧ヅ←

鏤蹙 0ば嘆赱 0ば嘆祉使 彳抵赱 彳抵祉使 う悄 ⅺ漉¥ 着╪ゃ ぇ漉埴 螂漉漉隣 旄餮(旄烝)こ燔p

8/6 禽 悄 蒜〛200m ゃ 24"95(+0.8) ㎆樅漉漉07 旄貭(3)こ鰭爍

8/6 禽 悄 蒜〛200m ゃ 24"97(+0.8) 2/9樸漉は⇄ 愔螭(3)こ怡フ

8/6 禽 禽 悄 蒜〛800m ゃ 2'08"56 琄㌍漉策作 樅繈(3)こ鰭爍

8/6 禽 う 徹4×100m ゃ 45"74

8/6 禽 悄 徹4×100m ゃ 50"36 f漉漉妙 貽漉ホ漉翅漉糧

理盆餮 理盆朝豬 鴈跚ヴ迯 桎 墓 摩 ひゅそて 樅漉旅漉瀕漉領

う敕 213 479 8/6 禽 悄 徹4×100m ゃ 50"59 4‹ 彳漉縫漉郛漉稚

悄敕 160 385 鴈跚ヴ迯 舐訶 彳漉㌍漉け漉瀧

淋ヴ 307 864 8/6 禽 悄 蒜〛嗔ⅺレ臘 ゃ 3002珵 斯自鴫旨祉 擦鯖 離⎧(3)こ彳悗 ㊬耨 鴈漉鑚漉軈漉⑵

8/6 禽 悄 蒜〛嗔ⅺレ臘 ゃ 2937珵 滿旅漉{瓧 虜〉瞭(3)こ彳悗 ぇ埴端潰 挽漉ゅ漉軛漉疵

8/7 禽 悄 蒜〛Ē炭舐 ゃ 15m72 楙樅漉藁わ 睚跏(3)こ鰭爍

❸ミp嘆旄餮典テ’Q絆琢レ臘梵魔使

琢褫げね樶

顱ゅげ燐褫

蹙燐(2112)

❸ミ

彳0げ隰鑚

褫嘆げ隰鑚

盆虜滿(2112)

鰭爍

閹鑚げ隰鑚

椌ガげ恃褫

o衷(2112)

鰭爍
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う敕 ゲ烝 コ烝 ゴ烝 徹旄烝

蒜〛 ゲケケヮ ゲケケヮ ゲケケヮ
サク゚ゲケケヮ
ビ

コケケヮ

ゲ 鰭爍 コザシ ゲ スガジガシ スガジガシ ジガゴガゲ スガシ スガジガゴ シガサ スガシ スガコ シガサガゴ サガゲ スガゴ スガジガサ スガジガザ サガゴ スガジガシ サガゴガゲ ジガザガゲ スガシガザ

コ 彳悗 ゲズケ ジガシガゴ ザガサガゲ サガゴ スガザガサ コ シガザガサ ジ コ ザガサ スガジ スガコ ジガサ ザガゴ シガサガゲ スガジガザ ザガゲ スガシガコ サ サ

ゴ 庁楯 ススクゴゴ ス コ コ コ サガゲ コ ザガコ シガケクゴゴ ゴ ジ ザガゲ シガコ コ サガコ ジ スガゴガコ コ

サ ❸ミ ジゴクゴゴ ザ シ ザガゴ ゴ シガサガケクゴゴ ジガシガゲ コガゲ シガゴ ゴ ザ ジ

ザ 怡フ ゴズ コ ゴ ゲ ゲ ス ゴ ザ ザ コ シ ゴ

シ 藁辿樅 ゴシクゴゴ サ ザ ジ ゲ ケクゴゴ シ ゲ シガコガゲ ゴ

悄敕 ゲ烝 コ烝 ゴ烝 徹旄烝

蒜〛 ゲケケヮ ゲケケヮ ゲケケヮ
サク゚ゲケケヮ
ビ

コケケヮ

ゲ 鰭爍 ゲズコ スガサガコ スガジガシ ジガザガサ ジガサガゴ スガジガゴ シ ゴガコ スガザガサ ザガコ シガザガコ ジガシガゴ ジガシガザ ジガザガゲ スガシ

コ 彳悗 ゲザゴ シガザガゴ サ スガゴ スガシガザ シガサガコ サ スガサ シガゴガコ スガジガシ スガジ ス サガゲ シガコ ザガサ

ゴ 庁楯 ザザ コガゲ シガゲ ゲ ゲ ジ ジガシガゲ ザガコ スガサ ゴ

サ ❸ミ ササクザ ゲ ザ コ ザ スガコクザガゲ ゴ スガコ ジ

ザ 怡フ サコクザ ジ ゴ ザガコクザ ジガゲ ゴガゲ サガゲ ゴ ゴ コ

シ 藁辿樅 ゲザ コ ザ サ サ

う敕 ゲ烝 コ烝 ゴ烝 徹旄烝

蒜〛 ゲケケヮ ゲケケヮ ゲケケヮ
サク゚ゲケケヮ
ビ

コケケヮ

ゲ 鰭爍 ササス ゲ スガジガシ スガジガシ ジガゴガゲ スガシ スガジガゴ シガサ スガシ スガコ シガサガゴ サガゲ スガゴ スガジガサ スガジガザ サガゴ スガジガシ サガゴガゲ ジガザガゲ スガシガザ

コ 彳悗 ゴサゴ ジガシガゴ ザガサガゲ サガゴ スガザガサ コ シガザガサ ジ コ ザガサ スガジ スガコ ジガサ ザガゴ シガサガゲ スガジガザ ザガゲ スガシガコ サ サ

ゴ 庁楯 ゲサゴクゴゴ ス コ コ コ サガゲ コ ザガコ シガケクゴゴ ゴ ジ ザガゲ シガコ コ サガコ ジ スガゴガコ コ

サ ❸ミ ゲゲジクスゴ ザ シ ザガゴ ゴ シガサガケクゴゴ ジガシガゲ コガゲ シガゴ ゴ ザ ジ

ザ 怡フ スゲクザ コ ゴ ゲ ゲ ス ゴ ザ ザ コ シ ゴ

シ 藁辿樅 ザゲクゴゴ サ ザ ジ ゲ ケクゴゴ シ ゲ シガコガゲ ゴ

悄敕 ゲ烝 コ烝 ゴ烝 徹旄烝

蒜〛 ゲケケヮ ゲケケヮ ゲケケヮ
サク゚ゲケケヮ
ビ

コケケヮ

スガサガコ スガジガシ ジガザガサ ジガサガゴ スガジガゴ シ ゴガコ スガザガサ ザガコ シガザガコ ジガシガゴ ジガシガザ ジガザガゲ スガシ

シガザガゴ サ スガゴ スガシガザ シガサガコ サ スガサ シガゴガコ スガジガシ スガジ ス サガゲ シガコ ザガサ

コガゲ シガゲ ゲ ゲ ジ ジガシガゲ ザガコ スガサ ゴ

ゲ ザ コ ザ スガコクザガゲ ゴ スガコ ジ

ジ ゴ ザガコクザ ジガゲ ゴガゲ サガゲ ゴ ゴ コ

コ ザ サ サ

付U舐
嗔ⅺ
レ臘

ゲザケケヮ ゲケケヮド
サク゚ゲケケヮ
ビ

Ǎ珽4 Ǎ濮4 Ē炭舐

濯漣4 Ē炭舐 付U舐
嗔ⅺ
レ臘

ゲザケケヮ

スケケヮ

ゴケケケヮ ゲゲケヮド
サク゚ゲケケヮ
ビ

Ǎ珽4 鰈珽4 Ǎ濮4奭哲 稸籞筁
淋ヴ
癧珵

サケケヮ スケケヮ ゲザケケヮ

燔p檮舩癧珵ォう悄オ璈邊ヴ←燔p檮舩癧珵ォう悄オ璈邊ヴ←燔p檮舩癧珵ォう悄オ璈邊ヴ←燔p檮舩癧珵ォう悄オ璈邊ヴ←

0𦥯𦣪嘖0ば嘆旄餮f淋典テ彳抵璈絆琢レ臘癮使

陬0〉滲漱瑰殺湊苗囮絆琢レ臘寢

サク゚ゲケケヮ
ビ

Ǎ珽4 Ǎ濮4 Ē炭舐 付U舐
嗔ⅺ
レ臘

奭哲 稸籞筁
淋ヴ
癧珵

スケケヮ ゲザケケヮ ゲケケヮド

燔p檮舩癧珵ォ悄敕オ璈邊ヴ←燔p檮舩癧珵ォ悄敕オ璈邊ヴ←燔p檮舩癧珵ォ悄敕オ璈邊ヴ←燔p檮舩癧珵ォ悄敕オ璈邊ヴ←

0𦥯𦣪嘖0ば嘆旄餮f淋典テ彳抵璈絆琢レ臘癮使

陬0〉滲漱瑰殺湊苗囮絆琢レ臘寢

濯漣4 Ē炭舐 付U舐
嗔ⅺ
レ臘

ゲザケケヮゴケケケヮ ゲゲケヮド
サク゚ゲケケヮ
ビ

Ǎ珽4 鰈珽4 Ǎ濮4奭哲 稸籞筁
淋ヴ
癧珵

サケケヮ スケケヮ ゲザケケヮ

燔p檮舩癧珵ォう敕オ璈邊ヴ←燔p檮舩癧珵ォう敕オ璈邊ヴ←燔p檮舩癧珵ォう敕オ璈邊ヴ←燔p檮舩癧珵ォう敕オ璈邊ヴ←

0𦥯𦣪嘖0ば嘆旄餮f淋典テ彳抵璈絆琢レ臘癮使

陬0〉滲漱瑰殺湊苗囮絆琢レ臘寢
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う敕 ゲ烝 コ烝 ゴ烝 徹旄烝

蒜〛 ゲケケヮ ゲケケヮ ゲケケヮ
サク゚ゲケケヮ
ビ

コケケヮ

ゲ 襁⅘遊蓧鰭 コズ ス コ ジガサ ス

コ 4/11燐蓧鰭 ゲス ス ゴ ジ

ゴ 痏睼疷瞭蓧鰭 ゲス ジ シ ザ

サ 赱戻褫蓧彳 ゲザ サ ジ サ

ザ 盆虜滿蓧鰭 ゲサ ゴ ゴ ス

シ め輩蓧怡 ゲゴ コ ス ゴ

ジ 芦遊蓧彳 ゲコ ス サ

ス 隰㌗蓧彳 ゲゲ ス ゴ

ズ ガ𥧔庁蓧庁 ゲケ ス コ

ゲケ 秩滿蓧藁 ゲケ ジ ゴ

ゲケ 姙樅蓧❸ ゲケ ゴ ジ

ゲコ 鐚褫戻蓧鰭 ゲケ サ シ

ゲゴ 泪飮蓧庁 ズ シ ゴ

ゲサ 懃0汜蓧鰭 ス ス

ゲサ 彳団鴇蓧鰭 ス ス

ゲサ 烋樸蓧鰭 ス ス

ゲサ 辿貉樅蓧鰭 ス ス

ゲサ 遊《ゅ蓧彳 ス ス

ゲサ 92使蓧庁 ス ス

ゲサ 過㏄瞭蓧鰭 ス ス

ゲサ 晤旅瀧蓧彳 ス ス

ゲサ 徂敕ガ蓧鰭 ス ス

ゲサ 椻撤0瀧蓧鰭 ス ス

ゲサ 枹榮滿池蓧彳 ス ス

コザ 彌し陬蓧鰭 ジ ジ

コザ 託庁蓧庁 ジ ジ

コザ ゅ椹蓧彳 ジ ジ

コザ f㎆蓧彳 ジ ジ

コザ 肘祘奪蓧鰭 ジ ジ

コザ ɔ40奪蓧彳 ジ ジ

コザ 彳淀蓧鰭 ジ ジ

コザ 衷廉瞭蓧鰭 ジ ジ

コザ o衷蓧鰭 ジ ジ

コザ 靱旅蓧❸ ジ ジ

コザ 鑵㎆忠蓧庁 ジ ジ

コザ 烋ゅ蓧彳 ジ ジ

ゴジ 嘆端蓧❸ ジ シガゲ

ゴス グ徉蓧彳 ジ コ ザ

ゴズ 椌褫蓧鰭 シ シ

ゴズ ▏滿蓧藁 シ シ

ゴズ ッ屏瀧蓧彳 シ シ

ゴズ 霏跏嗔蓧彳 シ シ

ゴズ 襯樸遊蓧彳 シ シ

ゴズ 36ブ蓧彳 シ シ

ゴズ 捴⅘ガ蓧鰭 シ シ

ゴズ ょフ蓧藁 シ シ

ゴズ 倀驥蓧鰭 シ シ

ゴズ 鞣淀蓧❸ シ シ

ゴズ 盆虜滿樅腆蓧鰭 シ シ

ゴズ 08ゅ蓧鰭 シ シ

ゴズ 陬彳梛旄囮蓧怡 シ シ

ゴズ 睚ミ蓧❸ シ シ

ゴズ ⑱淀蓧庁 シ シ

ゴズ 䉤遊蓧鰭 シ シ

ゴズ 晤樅戻蓧❸ シ シ

ザシ 鑚彌し蓧鰭 シ ゲ ザ

ザジ 83鑵ガ蓧彳 シ コ サ

ザス 83鑵遊蓧彳 ザ ザ

ザス フ睚滿蓧藁 ザ ザ

ザス 徃Xガ蓧怡 ザ ザ

ザス 亢痀睼痝癮08蓧彳 ザ ザ

ザス ⒣滿蓧彳 ザ ザ

ザス 濯ⅲ蓧彳 ザ ザ

ザス 囮ゅ蓧鰭 ザ ザ

ザス 閹蓧彳 ザ ザ

ザス 秩樸蓧庁 ザ ザ

ザス 6岑蓧怡 ザ ザ

濯漣4 Ē炭舐 付U舐
嗔ⅺ
レ臘

ゲザケケヮゴケケケヮ ゲゲケヮド
サク゚ゲケケヮ
ビ

Ǎ珽4 鰈珽4 Ǎ濮4奭哲 稸籞筁
淋ヴ
癧珵

サケケヮ スケケヮ ゲザケケヮ

旄餮檮舩癧珵ォう敕オ璈邊ヴ←旄餮檮舩癧珵ォう敕オ璈邊ヴ←旄餮檮舩癧珵ォう敕オ璈邊ヴ←旄餮檮舩癧珵ォう敕オ璈邊ヴ←

0𦥯𦣪嘖0ば嘆旄餮f淋典テ彳抵璈絆琢レ臘癮使

陬0〉滲漱瑰殺湊苗囮絆琢レ臘寢
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う敕 ゲ烝 コ烝 ゴ烝 徹旄烝

蒜〛 ゲケケヮ ゲケケヮ ゲケケヮ
サク゚ゲケケヮ
ビ

コケケヮ

濯漣4 Ē炭舐 付U舐
嗔ⅺ
レ臘

ゲザケケヮゴケケケヮ ゲゲケヮド
サク゚ゲケケヮ
ビ

Ǎ珽4 鰈珽4 Ǎ濮4奭哲 稸籞筁
淋ヴ
癧珵

サケケヮ スケケヮ ゲザケケヮ

旄餮檮舩癧珵ォう敕オ璈邊ヴ←旄餮檮舩癧珵ォう敕オ璈邊ヴ←旄餮檮舩癧珵ォう敕オ璈邊ヴ←旄餮檮舩癧珵ォう敕オ璈邊ヴ←

0𦥯𦣪嘖0ば嘆旄餮f淋典テ彳抵璈絆琢レ臘癮使

陬0〉滲漱瑰殺湊苗囮絆琢レ臘寢

ザス テデ蓧庁 ザ ザ

ザス わ嘆友瀧蓧彳 ザ ザ

ザス 摩⒈戻蓧❸ ザ ザ

ザス 晤樅遊蓧❸ ザ ザ

ザス ó囮蓧❸ ザ ザ

ジゴ ㎲戻蓧庁 ザ ゴ コ

ジサ 髷㎆蓧庁 サ サ

ジサ 寫摩楙蓧彳 サ サ

ジサ ㈫歹蓧鰭 サ サ

ジサ 1ɔ滿蓧❸ サ サ

ジサ ガ4蓧藁 サ サ

ジサ 幽裘奪蓧彳 サ サ

ジサ 隰繈蓧鰭 サ サ

ジサ 嘆褫蓧彳 サ サ

ジサ 菟滿蓧庁 サ サ

ジサ 霏跏忠蓧彳 サ サ

ジサ 〇傜瀧蓧彳 サ サ

ジサ 徂敕陬蓧鰭 サ サ

ジサ 彳p蓧鰭 サ サ

スジ 託觥蓧庁 サ コ コ

スス 55樅蓧鰭 ゴ ゴ

スス 捴⅘嘆使蓧鰭 ゴ ゴ

スス 疵馮嘆徑蓧❸ ゴ ゴ

スス 撤燐瀧蓧彳 ゴ ゴ

スス う淀蓧❸ ゴ ゴ

スス ㈲淀蓧怡 ゴ ゴ

スス 〇傜忠蓧彳 ゴ ゴ

スス 椻■陬蓧怡 ゴ ゴ

スス 珽XIII蓧❸ ゴ ゴ

スス 樅繈蓧鰭 ゴ ゴ

ズス 凋褫濯蓧彳 コ コ

ズス 摩樸濯蓧庁 コ コ

ズス ガミ60蓧庁 コ コ

ズス 軛藁蓧藁 コ コ

ズス 嘆朞蓧彳 コ コ

ズス 庁ペ彳榻蓧庁 コ コ

ズス 陬ä蓧庁 コ コ

ズス 楯2/7蓧怡 コ コ

ズス 超㎆蓧❸ コ コ

ズス う樅蓧庁 コ コ

ズス 姙遊蓧庁 コ コ

ゲケズ ‡樅遊蓧彳 ゲ ゲ

ゲケズ 陬驥蓧彳 ゲ ゲ

ゲケズ ó滿蓧彳 ゲ ゲ

ゲケズ ‡戻蓧鰭 ゲ ゲ

ゲケズ 虫ホ蓧鰭 ゲ ゲ

ゲケズ 襁⅘蓧鰭 ゲ ゲ

ゲケズ g疰奪蓧鰭 ゲ ゲ

ゲケズ 堤コ蓧庁 ゲ ゲ

ゲケズ 〉撤蓧藁 ゲ ゲ

ゲケズ 琢枡ゅ蓧藁 ゲ ゲ

ゲケズ 短ブ蓧藁 ゲ ゲ

ゲケズ 瑟託蓧怡 ゲ ゲ

ゲケズ 潭屏樅蓧怡 ゲ ゲ

ゲケズ 彳陬蓧❸ ゲ ゲ

ゲケズ 陬晝汲蓧庁 ゲ ゲ

ゲコサ 檢箆0忠蓧藁 ケクゴゴ ケクゴゴ

ゲコサ 彳霤蓧庁 ケクゴゴ ケクゴゴ

ゲコサ 滲コ晤樅蓧❸ ケクゴゴ ケクゴゴ
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悄敕 ゲ烝 コ烝 ゴ烝 徹旄烝

蒜〛 ゲケケヮ ゲケケヮ ゲケケヮ
サク゚ゲケケヮ
ビ

コケケヮ

ゲ 旄貭蓧鰭 コゲ ス ジ シ

コ ₁埔瞭蓧彳 ゲス サ シ ス

ゴ 樅繈蓧鰭 ゲジ ス ゴ シ

サ ガ䉤蓧彳 ゲジ ザ シ シ

ザ 蹙燐蓧❸ ゲザ ス ジ

ザ 彳淀蓧鰭 ゲザ ス ジ

ジ 亢痀睼痝癮08蓧彳 ゲサ サ ゴ コ ザ

ス 懃0珽奪蓧鰭 ゲゴ ジ シ

ズ 霏跏樅ゅ蓧彳 ゲゲ ザ サ コ

ゲケ 睚跏蓧鰭 ゲケ コ ス

ゲゲ 珽頓蓧鰭 ゲケ ジ ゴ

ゲゲ 衷廉瞭蓧鰭 ゲケ ゴ ジ

ゲゴ 41齠囮蓧鰭 ゲケ ザ ザ

ゲサ 樸殤蓧庁 ズ ゲ ス

ゲザ 徂坿蓧藁 ズ ザ サ

ゲシ 睚ミ蓧❸ ス ス

ゲシ ゅ椹蓧彳 ス ス

ゲシ わ嘆友嗔蓧彳 ス ス

ゲシ 摩朗蓧彳 ス ス

ゲシ ろ48悄旄㾱蓧彳 ス ス

ゲシ o衷蓧鰭 ス ス

ゲシ 離⎧蓧彳 ス ス

コゴ 曖唹蓧鰭 ス ゴ ザ

コサ ㈲淀蓧怡 ス ゲ ゴ サ

コザ 鑛丰蓧鰭 ジ ジ

コザ 虜〉瞭蓧彳 ジ ジ

コザ 愔螭蓧怡 ジ ジ

コザ 晝汲蓧庁 ジ ジ

コザ 髷㎆蓧庁 ジ ジ

コザ 轆藁蓧彳 ジ ジ

コザ 楯2/7蓧怡 ジ ジ

コザ 椌褫遊蓧鰭 ジ ジ

ゴゴ は㎆蓧❸ ジ ザ コ

ゴサ 83鑵ガ蓧彳 シ シ

ゴサ 椌㎆蓧彳 シ シ

ゴサ 鑚樅遊蓧鰭 シ シ

ゴサ ⑱淀蓧庁 シ シ

ゴサ 轍衷梛蓧彳 シ シ

ゴサ 閫流蓧鰭 シ シ

ゴサ う樅濯蓧庁 シ シ

ゴサ 琢っ敕囮蓧鰭 シ シ

サコ 鐚褫戻蓧鰭 シ サ コ

サゴ 鏤ð蓧庁 ザ ザ

サゴ 烋樸遊蓧鰭 ザ ザ

サゴ 椌褫蓧鰭 ザ ザ

サゴ 烋褫蓧鰭 ザ ザ

サク゚ゲケケヮ
ビ

Ǎ珽4 Ǎ濮4 Ē炭舐 付U舐
嗔ⅺ
レ臘

奭哲 稸籞筁
淋ヴ
癧珵

スケケヮ ゲザケケヮ ゲケケヮド

旄餮檮舩癧珵ォ悄敕オ璈邊ヴ←旄餮檮舩癧珵ォ悄敕オ璈邊ヴ←旄餮檮舩癧珵ォ悄敕オ璈邊ヴ←旄餮檮舩癧珵ォ悄敕オ璈邊ヴ←

0𦥯𦣪嘖0ば嘆旄餮f淋典テ彳抵璈絆琢レ臘癮使

陬0〉滲漱瑰殺湊苗囮絆琢レ臘寢
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悄敕 ゲ烝 コ烝 ゴ烝 徹旄烝

蒜〛 ゲケケヮ ゲケケヮ ゲケケヮ
サク゚ゲケケヮ
ビ

コケケヮ

サク゚ゲケケヮ
ビ

Ǎ珽4 Ǎ濮4 Ē炭舐 付U舐
嗔ⅺ
レ臘

奭哲 稸籞筁
淋ヴ
癧珵

スケケヮ ゲザケケヮ ゲケケヮド

旄餮檮舩癧珵ォ悄敕オ璈邊ヴ←旄餮檮舩癧珵ォ悄敕オ璈邊ヴ←旄餮檮舩癧珵ォ悄敕オ璈邊ヴ←旄餮檮舩癧珵ォ悄敕オ璈邊ヴ←

0𦥯𦣪嘖0ば嘆旄餮f淋典テ彳抵璈絆琢レ臘癮使

陬0〉滲漱瑰殺湊苗囮絆琢レ臘寢

サゴ 遊舜蓧❸ ザ ザ

サゴ 濯舜蓧怡 ザ ザ

サズ 捴⅘ガ蓧鰭 サ サ

サズ 黔リガ蓧彳 サ サ

サズ ー褫陬蓧鰭 サ サ

サズ 駮蓧庁 サ サ

サズ 珽G蓧藁 サ サ

サズ 虫媧蓧彳 サ サ

サズ 揜㋐蓧彳 サ サ

サズ 椻梛蓧鰭 サ サ

ザジ 摩樸濯蓧庁 サ ゲ ゴ

ザス 6岑蓧怡 ゴ ゴ

ザス 幽裘奪蓧彳 ゴ ゴ

ザス 嘆朞蓧彳 ゴ ゴ

ザス 椻■戻蓧怡 ゴ ゴ

ザス 1ɔ滿蓧❸ ゴ ゴ

ザス 彳耨蓧怡 ゴ ゴ

シサ 椻■陬蓧怡 コクザ コクザ

シサ 褫㌃蓧❸ コクザ コクザ

シシ め輩蓧怡 コ コ

シシ ㊪衷蓧彳 コ コ

シシ 4/11胥摩埔蓧鰭 コ コ

シシ 鑛蹙蓧鰭 コ コ

シシ 隰楙蓧庁 コ コ

シシ 琢52㎆蓧藁 コ コ

シシ 庁楯肘わ蓧庁 コ コ

シシ 晤樅遊蓧❸ コ コ

ジサ 芦遊蓧彳 ゲ ゲ

ジサ 秒邉蓧鰭 ゲ ゲ

ジサ õ梛遊蓧怡 ゲ ゲ

ジサ 肘繈蓧怡 ゲ ゲ

ジサ 庁楯皀《蓧庁 ゲ ゲ

ジサ 毒旄㾱蓧庁 ゲ ゲ

ジサ 陬ä蓧庁 ゲ ゲ

ジサ 滲コ晤樅蓧❸ ゲ ゲ

ジサ 孅ゅ蓧❸ ゲ ゲ
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ゲ04ゲ04ゲ04ゲ04 コ04コ04コ04コ04

奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i 奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
磹禡䅣璈䆿箼䄅 䆿箐稛 磹磹䅣璈䆴䈎筤 筿窂筿磹禡䅣

ゲ ㇱゲケゴ 《ゅ璈ゝⅧ ォァゲァオㇱ 烋ゅ蓧彳 サ ㇱゲゲクズサ ヒ ゲ ㇱゲケコ 拄ゅ璈㏈佗 ォァゲァオㇱ 遊《ゅ蓧彳 ゴ ㇱゲゲクズジ ヒ
穟箐种稛璈禴磾䄅 筳箐 祊篊祊筿璈稛祲穪 䇮磹篊

コ ㇱゴケゲ 梛託璈苗フ ォァゲァオㇱ ょフ蓧藁 コ ㇱゲコクゲス ヒ コ ㇱゴケコ 滿琢璈`わ ォァゲァオㇱ 軛藁蓧藁 ジ ㇱゲコクゲゴ ヒ
磹䇳䅏䄅璈种篖秂 笮篖稛筕篖 稛窂祊璈秇穪种 稛磹种䆿祘种

ゴ ㇱコケゲ 超輸璈蹄煉 ォァゲァオㇱ 鑚彌し蓧鰭 ゴ ㇱゲコクコゴ ヒ ゴ ㇱコケコ ゅ嘆璈そ ォァゲァオㇱ 徂敕陬蓧鰭 シ ㇱゲコクコザ ヒ
竴䈎祊篊璈磕䄅䈇 䆿禴窬筿窂筿 䇳䈎筤䇳璈祊禡䈎 筿窂祲稸

サ ㇱシケゴ 虜滿璈軛達 ォァゲァオㇱ 疵馮遊蓧❸ ザ ㇱゲコクササ ヲ サ ㇱシケコ 炭樅璈81 ォァゲァオㇱ 靱旅蓧❸ サ ㇱゲコクサス
筕箛璈稛磹笮磾 磕筿𥧔 磾䇮䅣璈䇳䆿箼 祊篊磹䅣磹窊

ザ ㇱザケゴ 鴈璈ᆨわ ォァゲァオㇱ 81褫蓧庁 シ ㇱゲコクザゲ ザ ㇱサケゴ 髷ゅ璈{暾 ォァゲァオㇱ 芦淋0忠蓧怡 ザ ㇱゲコクシジ
祊篊窹稛璈稊磾稛 磾窬竌 筿稛窊璈箛篖稛箼磾 稛祊𥧔

シ ㇱサケゲ 滿ヨ璈徸徂 ォァゲァオㇱ め輩蓧怡 ジ ㇱゲコクシズ シ ㇱザケコ 濯も璈霓徂健 ォァゲァオㇱ 珽褫蓧庁 コ ㇱゲコクスゴ

ゴ04ゴ04ゴ04ゴ04

奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
禴秖䇳璈种𥮲磾䅣磹 䅈祧

ゲ ㇱゲケゲ 椌歹璈81彳 ォァゲァオㇱ 閹蓧彳 コ ㇱゲコクケス ヒ
䇳穙筕穪璈筳磾筤 祊禴祘篊

コ ㇱコケゴ 隰鑚璈島稚 ォァゲァオㇱ 盆虜滿蓧鰭 シ ㇱゲコクコシ ヒ
䄅笯种璈种筦篖䅈禡 窊筦磾

ゴ ㇱゴケゴ 鑵埖敕璈働ユ ォァゲァオㇱ 短ブ蓧藁 ザ ㇱゲコクゴゴ ヒ
磹穪磾璈筤䇳穪 稛祊笮

サ ㇱシケゲ 停ホ璈彳藁 ォァゲァオㇱ 珽XIII蓧❸ ジ ㇱゲコクゴサ ヲ
䈇种䅣璈箛筦磾𥞴磹 箛穙䇮磹祊篖

ザ ㇱザケゲ 燐ゅ璈ーグ ォァゲァオㇱ コ和昬蓧庁 サ ㇱゲコクゴズ ヲ
穪祘篊璈稛磹秖筦 种䄅禩

シ ㇱサケコ 陬滿璈彳Ⅷ ォァゲァオㇱ 瑟託蓧怡 ゴ ㇱゲコクジザ

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケジァゲケセザゴセゴゴ

ヒァォヒヶモロリョリユュァャケ゚ァヱロモヤユオァセァ奭哲癉瞟矞禍箆
ヲァォヲヶモロリョリユュァャケ゚ァンユヴヶロヵオァセァ𥫣箐䅈癉瞟矞禍箆

徉）ァォㇱケクケァヮグヴオ

璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺

徉）ァォガゲクジァヮグヴオ 徉）ァォガケクズァヮグヴオ

蹙鑚嘆旄ぇ埴ァㇱ ゲケクシサァ蹙燐璈必曚ァ倮樸籗毒冏梛ァコケゲケァ漱矛
0ば嘆旄ぇ埴ァㇱ ゲケクシスァ麑衷璈迭ähァ鰭爍籗摩歔ァコケケゲァ盆虜滿
彳抵ぇ埴ァㇱ ゲゲクザサァ樅鑚璈絛煉ァ彳悗籗歹鑚瀧ァゲズズスァ謷𥧔《

ゲ烝ァう敕ァゲケケヮゲ烝ァう敕ァゲケケヮゲ烝ァう敕ァゲケケヮゲ烝ァう敕ァゲケケヮ
着敏ァㇱ ゲゴグスグケジァゲケセサケァォァゴ04ァゴ膲ゴァオㇱ
╪ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケジァゲコセコケァォァコ04ァゴ膲コァオㇱ
ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケジァゲゴセコケァㇱ

箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪

0𦥯𦣪嘖0ば嘆旄餮f淋典テ彳抵璈絆琢レ臘癮使ァボゲゴザケゲジケゴマ 桎墓摩舢 樅旅璈瀕領
陬0〉滲漱瑰殺湊苗囮絆琢レ臘寢ァボコザゴケサケマ ぇ埴端潰舢 挽ゅ璈軛疵
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ゲ04ゲ04ゲ04ゲ04 コ04コ04コ04コ04

奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i 奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
磹禡䅣璈䆿箼䄅 䆿箐稛 磹磹䅣璈䆴䈎筤 筿窂筿磹禡䅣

ゲ ㇱゲケゴ 《ゅ璈ゝⅧ ォァゲァオㇱ 烋ゅ蓧彳 ザ キ゚ㇱゲゲクズシ ヒ ゲ ㇱゲケコ 拄ゅ璈㏈佗 ォァゲァオㇱ 遊《ゅ蓧彳 シ ㇱゲゲクズス ヒ
穟箐种稛璈禴磾䄅 筳箐 䇳穙筕穪璈筳磾筤 祊禴祘篊

コ ㇱゴケゲ 梛託璈苗フ ォァゲァオㇱ ょフ蓧藁 ゴ キ゚ㇱゲゲクズジ ヒ コ ㇱコケゴ 隰鑚璈島稚 ォァゲァオㇱ 盆虜滿蓧鰭 ザ ㇱゲコクコケ ヒ
稛窂祊璈秇穪种 稛磹种䆿祘种 禴秖䇳璈种𥮲磾䅣磹 䅈祧

ゴ ㇱコケコ ゅ嘆璈そ ォァゲァオㇱ 徂敕陬蓧鰭 シ キ゚ㇱゲコクケザ ヒ ゴ ㇱゲケゲ 椌歹璈81彳 ォァゲァオㇱ 閹蓧彳 サ ㇱゲコクコザ ヒ
䄅笯种璈种筦篖䅈禡 窊筦磾 磹䇳䅏䄅璈种篖秂 笮篖稛筕篖

サ ㇱゴケゴ 鑵埖敕璈働ユ ォァゲァオㇱ 短ブ蓧藁 ジ キ゚ㇱゲコクゲゲ ヲ サ ㇱコケゲ 超輸璈蹄煉 ォァゲァオㇱ 鑚彌し蓧鰭 ゴ ㇱゲコクコジ
祊篊祊筿璈稛祲穪 䇮磹篊 䈇种䅣璈箛筦磾𥞴磹 箛穙䇮磹祊篖

ザ ㇱゴケコ 滿琢璈`わ ォァゲァオㇱ 軛藁蓧藁 サ キ゚ㇱゲコクゲゴ ヲ ザ ㇱザケゲ 燐ゅ璈ーグ ォァゲァオㇱ コ和昬蓧庁 コ ㇱゲコクサザ
竴䈎祊篊璈磕䄅䈇 䆿禴窬筿窂筿 磹穪磾璈筤䇳穪 稛祊笮

シ ㇱシケゴ 虜滿璈軛達 ォァゲァオㇱ 疵馮遊蓧❸ コ キ゚ㇱゲコクゴコ シ ㇱシケゲ 停ホ璈彳藁 ォァゲァオㇱ 珽XIII蓧❸ ジ ㇱゲコクザザ

奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
磹磹䅣璈䆴䈎筤 筿窂筿磹禡䅣

ゲ ㇱゲケコ 拄ゅ璈㏈佗 ォァゲァオㇱ 遊《ゅ蓧彳 ザ ㇱゲゲクスズ
磹禡䅣璈䆿箼䄅 䆿箐稛

コ ㇱゲケゴ 《ゅ璈ゝⅧ ォァゲァオㇱ烋ゅ蓧彳 ジ ㇱゲゲクズザ
穟箐种稛璈禴磾䄅 筳箐

ゴ ㇱゴケゲ 梛託璈苗フ ォァゲァオㇱょフ蓧藁 シ ㇱゲコクケゴ
禴秖䇳璈种𥮲磾䅣磹 䅈祧

サ ㇱゲケゲ 椌歹璈81彳 ォァゲァオㇱ閹蓧彳 ズ ㇱゲコクゲコ
稛窂祊璈秇穪种 稛磹种䆿祘种

ザ ㇱコケコ ゅ嘆璈そ ォァゲァオㇱ 徂敕陬蓧鰭 ス ㇱゲコクゲシ
䇳穙筕穪璈筳磾筤 祊禴祘篊

シ ㇱコケゴ 隰鑚璈島稚 ォァゲァオㇱ 盆虜滿蓧鰭 サ ㇱゲコクコシ
祊篊祊筿璈稛祲穪 䇮磹篊

ジ ㇱゴケコ 滿琢璈`わ ォァゲァオㇱ軛藁蓧藁 コ ㇱゲコクコジ
䄅笯种璈种筦篖䅈禡 窊筦磾

ス ㇱゴケゴ 鑵埖敕璈働ユ ォァゲァオㇱ短ブ蓧藁 ゴ ㇱゲコクゴゴ

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケジァゲコセコシセゲズ

璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺

徉）ァォガケクザァヮグヴオ

キ゚ァォキ゚リワュァモヴヴリヴヵオァセァ9徉理i
ヒァォヒヶモロリョリユュァャケ゚ァヱロモヤユオァセァ奭哲癉瞟矞禍箆
ヲァォヲヶモロリョリユュァャケ゚ァンユヴヶロヵオァセァ𥫣箐䅈癉瞟矞禍箆

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケジァゲコセコシセゲズ

璻ァ╪ゃ眠ァ璺璻ァ╪ゃ眠ァ璺璻ァ╪ゃ眠ァ璺璻ァ╪ゃ眠ァ璺

徉）ァォガコクゴァヮグヴオ 徉）ァォガゲクザァヮグヴオ

蹙鑚嘆旄ぇ埴ァㇱ ゲケクシサァ蹙燐璈必曚ァ倮樸籗毒冏梛ァコケゲケァ漱矛
0ば嘆旄ぇ埴ァㇱ ゲケクシスァ麑衷璈迭ähァ鰭爍籗摩歔ァコケケゲァ盆虜滿
彳抵ぇ埴ァㇱ ゲゲクザサァ樅鑚璈絛煉ァ彳悗籗歹鑚瀧ァゲズズスァ謷𥧔《

ゲ烝ァう敕ァゲケケヮゲ烝ァう敕ァゲケケヮゲ烝ァう敕ァゲケケヮゲ烝ァう敕ァゲケケヮ
着敏ァㇱ ゲゴグスグケジァゲケセサケァォァゴ04ァゴ膲ゴァオㇱ
╪ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケジァゲコセコケァォァコ04ァゴ膲コァオㇱ
ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケジァゲゴセコケァㇱ

箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪
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ゲ04ゲ04ゲ04ゲ04 コ04コ04コ04コ04

奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i 奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
磹穪磾璈穟䈎 窬筤祘篊䄅筦磾 䇳穙筕穪璈稛祲筿 祊禴祘篊

ゲ ㇱゲケサ 停ホ璈軏 ォァコァオㇱ 枹榮滿池蓧彳 シ ㇱゲゲクサザ ヒ ゲ ㇱコケシ 隰鑚璈苞溥 ォァコァオㇱ 盆虜滿蓧鰭 ザ キ゚ㇱゲゲクザサ ヒ
䈇禴筤䇳璈箛筦磾秂 种𥮲磾䈇磾 窬祘筿璈䅣磹䄅 祊稛𥧔秇篖

コ ㇱコケザ ⑰樅璈ー煉 ォァコァオㇱ 隰繈蓧鰭 ジ ㇱゲゲクシゴ ヒ コ ㇱゲケシ 馮琢璈彳ä ォァコァオㇱ 凋褫濯蓧彳 ジ キ゚ㇱゲゲクザザ ヒ
筿筤筕穪璈禴磾䅈禡 䄅穜窊 竴祲䅣璈窂礥䄅 䄅𥧔祊篊

ゴ ㇱザケサ 朞鑚璈⑵b ォァコァオㇱ 鑵㎆忠蓧庁 ザ ㇱゲゲクシス ヒ ゴ ㇱゴケサ 03ゅ璈`ブ ォァコァオㇱ ㋹断滿蓧藁 サ キ゚ㇱゲゲクシコ ヒ
礐篖穵磾璈窂礥筤 穟篖箛䄅稛 䇳穙䅣璈祊𥞩䄅 磾窬竌

サ ㇱサケサ 巢ホ璈`瓧 ォァコァオㇱ 徃X戻蓧怡 ゴ ㇱゲゲクジザ サ ㇱサケザ 隰ゅ璈藁Ⅷ ォァコァオㇱ め輩蓧怡 シ キ゚ㇱゲゲクシズ ヲ
祊篊秇䄅璈秇穪种 窂祘䆴䇳䄅稛 䆿箐磹璈筳磾䇳 𥞴磹祊窊种

ザ ㇱシケザ 滿殤璈郛糧 ォァコァオㇱ 摩⒈戻蓧❸ サ ㇱゲゲクズゲ ザ ㇱザケザ 烋衷璈邊{ ォァコァオㇱ ㋐わガ蓧庁 ゴ キ゚ㇱゲゲクジゴ ヲ
磹穵秇禴璈筿𥞩笮 窊种篊䄅 礥种稛窊璈稛禡穪 磕秌磹

シ ㇱゴケシ 衷胥Ǐ璈ç賭 ォァコァオㇱ ガ4蓧藁 コ ㇱゲコクゲゴ シ ㇱシケシ 艸も璈把賣 ォァコァオㇱ ☎衷蓧❸ コ キ゚ㇱゲゲクジジ

ゴ04ゴ04ゴ04ゴ04

奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
筁禴磾筤䇳璈箛磹稸箼磾 筕箛筤䇳筿窂筿

ゲ ㇱシケサ 塁樅璈X瀧鐺 ォァコァオㇱ 晤樅遊蓧❸ ゴ ㇱゲゲクザゴ ヒ
磕篖穵磾璈稛祊䆿箼 䆴箛䇳

コ ㇱコケサ 晧ホ璈ー⑵ ォァコァオㇱ 襁⅘蓧鰭 シ ㇱゲゲクザズ ヒ
䆴箐璈箵礥篖 穟篖箛筿窂筿

ゴ ㇱサケシ 淀璈#堠 ォァコァオㇱ 徃X遊蓧怡 ジ ㇱゲゲクジゲ ヒ
䆿祘种祘篊璈祊磹穪 祊磹穜祊磹稸

サ ㇱゲケザ 陬罵璈⑼朝 ォァコァオㇱ ッ屏瀧蓧彳 サ ㇱゲゲクジコ ヲ
磹𥧔磾稸璈禴磾䅈禡 窂祘礥祊秇篖

ザ ㇱザケシ 衷不璈爲Û ォァコァオㇱ 摩樸濯蓧庁 コ ㇱゲゲクズコ
稛禡筕穪璈稛穙筤 祊筿穪篖䅣

シ ㇱゴケザ ワ鑚璈ニ稚 ォァコァオㇱ 琢枡ゅ蓧藁 ザ ㇱゲコクケコ

ヲァォヲヶモロリョリユュァャケ゚ァンユヴヶロヵオァセァ𥫣箐䅈癉瞟矞禍箆

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケジァゲゲセコザセケズ

キ゚ァォキ゚リワュァモヴヴリヴヵオァセァ9徉理i
ヒァォヒヶモロリョリユュァャケ゚ァヱロモヤユオァセァ奭哲癉瞟矞禍箆

徉）ァォガゲクザァヮグヴオ

璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺

徉）ァォガケクズァヮグヴオ 徉）ァォガコクゴァヮグヴオ

蹙鑚嘆旄ぇ埴ァㇱ ゲケクシサァ蹙燐璈必曚ァ倮樸籗毒冏梛ァコケゲケァ漱矛
0ば嘆旄ぇ埴ァㇱ ゲケクシスァ麑衷璈迭ähァ鰭爍籗摩歔ァコケケゲァ盆虜滿
彳抵ぇ埴ァㇱ ゲゲクケシァ樅鑚璈絛煉ァ彳悗籗歹鑚瀧ァゲズズズァ㋹濯衷梛

コ烝ァう敕ァゲケケヮコ烝ァう敕ァゲケケヮコ烝ァう敕ァゲケケヮコ烝ァう敕ァゲケケヮ
着敏ァㇱ ゲゴグスグケジァゲゲセゲケァォァゴ04ァゴ膲ゴァオㇱ
╪ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケジァゲコセサケァォァコ04ァゴ膲コァオㇱ
ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケジァゲゴセサケァㇱ

箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪

0𦥯𦣪嘖0ば嘆旄餮f淋典テ彳抵璈絆琢レ臘癮使ァボゲゴザケゲジケゴマ 桎墓摩舢 樅旅璈瀕領
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ゲ04ゲ04ゲ04ゲ04 コ04コ04コ04コ04

奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i 奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
䆿祘种祘篊璈祊磹穪 祊磹穜祊磹稸 磹穪磾璈穟䈎 窬筤祘篊䄅筦磾

ゲ ㇱゲケザ 陬罵璈⑼朝 ォァコァオㇱ ッ屏瀧蓧彳 コ キ゚ㇱゲゲクゴシ ヒ ゲ ㇱゲケサ 停ホ璈軏 ォァコァオㇱ 枹榮滿池蓧彳 シ ㇱゲゲクゴス ヒ
䈇禴筤䇳璈箛筦磾秂 种𥮲磾䈇磾 筿筤筕穪璈禴磾䅈禡 䄅穜窊

コ ㇱコケザ ⑰樅璈ー煉 ォァコァオㇱ 隰繈蓧鰭 ザ キ゚ㇱゲゲクササ ヒ コ ㇱザケサ 朞鑚璈⑵b ォァコァオㇱ 鑵㎆忠蓧庁 ゴ ㇱゲゲクザザ ヒ
䇳穙筕穪璈稛祲筿 祊禴祘篊 窬祘筿璈䅣磹䄅 祊稛𥧔秇篖

ゴ ㇱコケシ 隰鑚璈苞溥 ォァコァオㇱ 盆虜滿蓧鰭 シ キ゚ㇱゲゲクザコ ヒ ゴ ㇱゲケシ 馮琢璈彳ä ォァコァオㇱ 凋褫濯蓧彳 ザ ㇱゲゲクザジ ヒ
筁禴磾筤䇳璈箛磹稸箼磾 筕箛筤䇳筿窂筿 磕篖穵磾璈稛祊䆿箼 䆴箛䇳

サ ㇱシケサ 塁樅璈X瀧鐺 ォァコァオㇱ 晤樅遊蓧❸ サ キ゚ㇱゲゲクザザ ヲ サ ㇱコケサ 晧ホ璈ー⑵ ォァコァオㇱ 襁⅘蓧鰭 サ ㇱゲゲクザス ヲ
竴祲䅣璈窂礥䄅 䄅𥧔祊篊 䆴箐璈箵礥篖 穟篖箛筿窂筿

ザ ㇱゴケサ 03ゅ璈`ブ ォァコァオㇱ ㋹断滿蓧藁 ゴ キ゚ㇱゲゲクシコ ザ ㇱサケシ 淀璈#堠 ォァコァオㇱ 徃X遊蓧怡 ジ ㇱゲゲクシザ
䇳穙䅣璈祊𥞩䄅 磾窬竌 䆿箐磹璈筳磾䇳 𥞴磹祊窊种

シ ㇱサケザ 隰ゅ璈藁Ⅷ ォァコァオㇱ め輩蓧怡 ジ キ゚ㇱゲゲクジゲ シ ㇱザケザ 烋衷璈邊{ ォァコァオㇱ ㋐わガ蓧庁 コ ㇱゲゲクスズ

奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
磹穪磾璈穟䈎 窬筤祘篊䄅筦磾

ゲ ㇱゲケサ 停ホ璈軏 ォァコァオㇱ 枹榮滿池蓧彳 サ ㇱゲゲクゴジ
筿筤筕穪璈禴磾䅈禡 䄅穜窊

コ ㇱザケサ 朞鑚璈⑵b ォァコァオㇱ 鑵㎆忠蓧庁 シ ㇱゲゲクササ
䆿祘种祘篊璈祊磹穪 祊磹穜祊磹稸

ゴ ㇱゲケザ 陬罵璈⑼朝 ォァコァオㇱ ッ屏瀧蓧彳 ザ ㇱゲゲクザケ
筁禴磾筤䇳璈箛磹稸箼磾 筕箛筤䇳筿窂筿

サ ㇱシケサ 塁樅璈X瀧鐺 ォァコァオㇱ 晤樅遊蓧❸ ゴ ㇱゲゲクザサ
䈇禴筤䇳璈箛筦磾秂 种𥮲磾䈇磾

ザ ㇱコケザ ⑰樅璈ー煉 ォァコァオㇱ隰繈蓧鰭 ジ ㇱゲゲクシケ
䇳穙筕穪璈稛祲筿 祊禴祘篊

シ ㇱコケシ 隰鑚璈苞溥 ォァコァオㇱ 盆虜滿蓧鰭 ズ ㇱゲゲクシサ
窬祘筿璈䅣磹䄅 祊稛𥧔秇篖

ジ ㇱゲケシ 馮琢璈彳ä ォァコァオㇱ 凋褫濯蓧彳 ス ㇱゲゲクシジ
磕篖穵磾璈稛祊䆿箼 䆴箛䇳

ス ㇱコケサ 晧ホ璈ー⑵ ォァコァオㇱ襁⅘蓧鰭 コ ㇱゲゲクシジ

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケジァゲコセサジセサコ

璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺

徉）ァォガゲクザァヮグヴオ

キ゚ァォキ゚リワュァモヴヴリヴヵオァセァ9徉理i
ヒァォヒヶモロリョリユュァャケ゚ァヱロモヤユオァセァ奭哲癉瞟矞禍箆
ヲァォヲヶモロリョリユュァャケ゚ァンユヴヶロヵオァセァ𥫣箐䅈癉瞟矞禍箆

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケジァゲコセサジセサコ

璻ァ╪ゃ眠ァ璺璻ァ╪ゃ眠ァ璺璻ァ╪ゃ眠ァ璺璻ァ╪ゃ眠ァ璺

徉）ァォガコクゲァヮグヴオ 徉）ァォガコクケァヮグヴオ

蹙鑚嘆旄ぇ埴ァㇱ ゲケクシサァ蹙燐璈必曚ァ倮樸籗毒冏梛ァコケゲケァ漱矛
0ば嘆旄ぇ埴ァㇱ ゲケクシスァ麑衷璈迭ähァ鰭爍籗摩歔ァコケケゲァ盆虜滿
彳抵ぇ埴ァㇱ ゲゲクケシァ樅鑚璈絛煉ァ彳悗籗歹鑚瀧ァゲズズズァ㋹濯衷梛

コ烝ァう敕ァゲケケヮコ烝ァう敕ァゲケケヮコ烝ァう敕ァゲケケヮコ烝ァう敕ァゲケケヮ
着敏ァㇱ ゲゴグスグケジァゲゲセゲケァォァゴ04ァゴ膲ゴァオㇱ
╪ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケジァゲコセサケァォァコ04ァゴ膲コァオㇱ
ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケジァゲゴセサケァㇱ

箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪

0𦥯𦣪嘖0ば嘆旄餮f淋典テ彳抵璈絆琢レ臘癮使ァボゲゴザケゲジケゴマ 桎墓摩舢 樅旅璈瀕領
陬0〉滲漱瑰殺湊苗囮絆琢レ臘寢ァボコザゴケサケマ ぇ埴端潰舢 挽ゅ璈軛疵
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ゲ04ゲ04ゲ04ゲ04 コ04コ04コ04コ04

奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i 奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
䆿禕稸璈筳磾穪 磕筤笽 䇳礐䅣璈箛𥮲磾 稛筕篖䆿祘种

ゲ ㇱザケジ ╆旅璈被朝 ォァゴァオㇱ 92使蓧庁 シ ㇱゲゲクゲザ ヒ ゲ ㇱコケジ 縫ゅ璈吻 ォァゴァオㇱ 彌し陬蓧鰭 シ キ゚ㇱゲゲクゲゲ ヒ
秇篊璈窂礥䄅 禡筤䄅䅣磹 磹䅣璈䆴䈎祊 种筕祘筕

コ ㇱコケス 咩璈`Ⅷ ォァゴァオㇱ 痏睼疷瞭蓧鰭 サ ㇱゲゲクゴケ ヒ コ ㇱザケス 衷ゅ璈笂 ォァゴァオㇱ 託觥蓧庁 コ キ゚ㇱゲゲクコシ ヒ
稛窂祊璈筳磾䆿 种篖䄅稛𥧔 磾礐𥧔璈䆿箼䄅 窊种种篖䅣稸

ゴ ㇱゲケジ ゅ嘆璈島81 ォァゴァオㇱ 赱戻褫蓧彳 ザ ㇱゲゲクゴコ ヒ ゴ ㇱゲケス 鶇褫璈ゝフ ォァゴァオㇱ ガ徳署蓧彳 ジ キ゚ㇱゲゲクゴコ ヒ
窂祊祘篊璈䆿箼䄅 稸筦磾𥞩 竴祲筤䇳璈䇳秇穪 䆿禴窬筿窂筿

サ ㇱシケス 嘆滿璈ゝ滕 ォァゴァオㇱ 嘆端蓧❸ ゴ ㇱゲゲクゴズ ヲ サ ㇱシケジ 03樅璈け朝 ォァゴァオㇱ 疵馮遊蓧❸ サ キ゚ㇱゲゲクサシ
磹䅣璈禴磾𥫱磹 篊䅣磹竴稕祲 䇳䅈䅣璈禡磹䅈禡 磾窬竌

ザ ㇱゴケジ 衷ゅ璈⑵烋 ォァゴァオㇱ 藁彳榻榧蓧藁 コ ㇱゲゲクサザ ヲ ザ ㇱサケズ ぬゅ璈埀巽 ォァゴァオㇱ め輩蓧怡 ザ キ゚ㇱゲゲクサス
祲䅈䅣璈祊篖䄅 礥礥磾䅣 䄅筁箐璈窂礥䄅 祊筿穪篖䅣

シ ㇱサケス 黔ゅ璈焙凅 ォァゴァオㇱ 彳晝榆蓧怡 ジ ㇱゲゲクシサ シ ㇱゴケス 鑵闌璈`Ⅷ ォァゴァオㇱ 琢枡ゅ蓧藁 ゴ キ゚ㇱゲゲクザザ

ゴ04ゴ04ゴ04ゴ04

奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
篊䄅璈禴磾稛 穪磾䅣磹秖祘祲礐篖

ゲ ㇱサケジ 4璈爲徂 ォァゴァオㇱ 陬彳梛旄囮蓧怡 サ キ゚ㇱゲゲクケサ ヒ
竴祲䅣璈箛𥮲磾穪 秇祘

コ ㇱザケズ 03ゅ璈塀賣 ォァゴァオㇱ 泪飮蓧庁 ザ キ゚ㇱゲゲクゲゴ ヒ
穪穙祊璈筳磾稛 筿穵箛祘礥祊

ゴ ㇱコケズ 胥屏璈笂徂 ォァゴァオㇱ g疰奪蓧鰭 コ キ゚ㇱゲゲクコサ ヒ
秇𥧔璈筳磾 穪䈇窂祊秇篖

サ ㇱゲケズ 轍褫璈ょ68 ォァゴァオㇱ わ嘆濯蓧彳 ジ キ゚ㇱゲゲクサザ ヲ
䇳䅈䅣璈禴磾䄅 稸筦磾𥞩

ザ ㇱシケズ 崢ゅ璈爲嫻 ォァゴァオㇱ 嘆端蓧❸ シ キ゚ㇱゲゲクシゴ
种窹稛璈祘祲 种箐䆴䇳

シ ㇱゴケズ ■ゅ璈檸 ォァゴァオㇱ ɔ⒈蓧藁 ゴ キ゚ㇱゲゲクシス

箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪

0𦥯𦣪嘖0ば嘆旄餮f淋典テ彳抵璈絆琢レ臘癮使ァボゲゴザケゲジケゴマ 桎墓摩舢 樅旅璈瀕領
陬0〉滲漱瑰殺湊苗囮絆琢レ臘寢 ぇ埴端潰舢 挽ゅ璈軛疵

ゴ烝ァう敕ァゲケケヮゴ烝ァう敕ァゲケケヮゴ烝ァう敕ァゲケケヮゴ烝ァう敕ァゲケケヮ
着敏ァㇱ ゲゴグスグケシァゲゲセザザァォァゴ04ァゴ膲ゴァオㇱ
╪ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケシァゲサセケザァォァコ04ァゴ膲コァオㇱ
ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケシァゲザセサケァㇱ

蹙鑚嘆旄ぇ埴ァㇱ ゲケクシサァ蹙燐璈必曚ァ倮樸籗毒冏梛ァコケゲケァ漱矛
0ば嘆旄ぇ埴ァㇱ ゲケクシスァ麑衷璈迭ähァ鰭爍籗摩歔ァコケケゲァ盆虜滿
彳抵ぇ埴ァㇱ ゲケクスサァ鴈託璈働軛ァ彳悗籗戻䉤ァコケケザァガ庁鼬

璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺

徉）ァォガケクゲァヮグヴオ 徉）ァォガコクゴァヮグヴオ

徉）ァォガコクゴァヮグヴオ

ヲァォヲヶモロリョリユュァャケ゚ァンユヴヶロヵオァセァ𥫣箐䅈癉瞟矞禍箆

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケシァゲコセゲゲセコゲ

キ゚ァォキ゚リワュァモヴヴリヴヵオァセァ9徉理i
ヒァォヒヶモロリョリユュァャケ゚ァヱロモヤユオァセァ奭哲癉瞟矞禍箆
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ゲ04ゲ04ゲ04ゲ04 コ04コ04コ04コ04

奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i 奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
篊䄅璈禴磾稛 穪磾䅣磹秖祘祲礐篖 䇳礐䅣璈箛𥮲磾 稛筕篖䆿祘种

ゲ ㇱサケジ 4璈爲徂 ォァゴァオㇱ 陬彳梛旄囮蓧怡 ジ ㇱゲゲクゲス ヒ ゲ ㇱコケジ 縫ゅ璈吻 ォァゴァオㇱ 彌し陬蓧鰭 サ ㇱゲゲクゲケ ヒ
竴祲䅣璈箛𥮲磾穪 秇祘 䆿禕稸璈筳磾穪 磕筤笽

コ ㇱザケズ 03ゅ璈塀賣 ォァゴァオㇱ 泪飮蓧庁 サ ㇱゲゲクコゴ ヒ コ ㇱザケジ ╆旅璈被朝 ォァゴァオㇱ 92使蓧庁 シ ㇱゲゲクゲコ ヒ
稛窂祊璈筳磾䆿 种篖䄅稛𥧔 穪穙祊璈筳磾稛 筿穵箛祘礥祊

ゴ ㇱゲケジ ゅ嘆璈島81 ォァゴァオㇱ 赱戻褫蓧彳 ザ ㇱゲゲクコサ ヒ ゴ ㇱコケズ 胥屏璈笂徂 ォァゴァオㇱ g疰奪蓧鰭 ザ ㇱゲゲクコジ ヒ
磹䅣璈䆴䈎祊 种筕祘筕 秇篊璈窂礥䄅 禡筤䄅䅣磹

サ ㇱザケス 衷ゅ璈笂 ォァゴァオㇱ 託觥蓧庁 シ ㇱゲゲクコズ ヲ サ ㇱコケス 咩璈`Ⅷ ォァゴァオㇱ 痏睼疷瞭蓧鰭 ジ ㇱゲゲクゴコ ヲ
磾礐𥧔璈䆿箼䄅 窊种种篖䅣稸 窂祊祘篊璈䆿箼䄅 稸筦磾𥞩

ザ ㇱゲケス 鶇褫璈ゝフ ォァゴァオㇱ ガ徳署蓧彳 ス ㇱゲゲクサゴ ザ ㇱシケス 嘆滿璈ゝ滕 ォァゴァオㇱ 嘆端蓧❸ ス ㇱゲゲクサコ
磹䅣璈禴磾𥫱磹 篊䅣磹竴稕祲 秇𥧔璈筳磾 穪䈇窂祊秇篖

シ ㇱゴケジ 衷ゅ璈⑵烋 ォァゴァオㇱ 藁彳榻榧蓧藁 ゴ ㇱゲゲクザサ シ ㇱゲケズ 轍褫璈ょ68 ォァゴァオㇱ わ嘆濯蓧彳 ゴ ㇱゲゲクザゴ

奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
䆿禕稸璈筳磾穪 磕筤笽

ゲ ㇱザケジ ╆旅璈被朝 ォァゴァオㇱ92使蓧庁 シ ㇱゲゲクケコ
䇳礐䅣璈箛𥮲磾 稛筕篖䆿祘种

コ ㇱコケジ 縫ゅ璈吻 ォァゴァオㇱ彌し陬蓧鰭 サ ㇱゲゲクゲゲ
篊䄅璈禴磾稛 穪磾䅣磹秖祘祲礐篖

ゴ ㇱサケジ 4璈爲徂 ォァゴァオㇱ 陬彳梛旄囮蓧怡 ザ ㇱゲゲクゲサ
秇篊璈窂礥䄅 禡筤䄅䅣磹

サ ㇱコケス 咩璈`Ⅷ ォァゴァオㇱ 痏睼疷瞭蓧鰭 コ ㇱゲゲクコス
稛窂祊璈筳磾䆿 种篖䄅稛𥧔

ザ ㇱゲケジ ゅ嘆璈島81 ォァゴァオㇱ赱戻褫蓧彳 ス ㇱゲゲクゴゲ
竴祲䅣璈箛𥮲磾穪 秇祘

シ ㇱザケズ 03ゅ璈塀賣 ォァゴァオㇱ泪飮蓧庁 ジ ㇱゲゲクゴゲ
磹䅣璈䆴䈎祊 种筕祘筕

ジ ㇱザケス 衷ゅ璈笂 ォァゴァオㇱ託觥蓧庁 ゴ ㇱゲゲクゴゴ
穪穙祊璈筳磾稛 筿穵箛祘礥祊

ス ㇱコケズ 胥屏璈笂徂 ォァゴァオㇱg疰奪蓧鰭 ズ ㇱゲゲクゴザ

箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪

0𦥯𦣪嘖0ば嘆旄餮f淋典テ彳抵璈絆琢レ臘癮使ァボゲゴザケゲジケゴマ 桎墓摩舢 樅旅璈瀕領
陬0〉滲漱瑰殺湊苗囮絆琢レ臘寢 ぇ埴端潰舢 挽ゅ璈軛疵

ゴ烝ァう敕ァゲケケヮゴ烝ァう敕ァゲケケヮゴ烝ァう敕ァゲケケヮゴ烝ァう敕ァゲケケヮ
着敏ァㇱ ゲゴグスグケシァゲゲセザザァォァゴ04ァゴ膲ゴァオㇱ
╪ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケシァゲサセケザァォァコ04ァゴ膲コァオㇱ
ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケシァゲザセサケァㇱ

蹙鑚嘆旄ぇ埴ァㇱ ゲケクシサァ蹙燐璈必曚ァ倮樸籗毒冏梛ァコケゲケァ漱矛
0ば嘆旄ぇ埴ァㇱ ゲケクシスァ麑衷璈迭ähァ鰭爍籗摩歔ァコケケゲァ盆虜滿
彳抵ぇ埴ァㇱ ゲケクスサァ鴈託璈働軛ァ彳悗籗戻䉤ァコケケザァガ庁鼬

璻ァ╪ゃ眠ァ璺璻ァ╪ゃ眠ァ璺璻ァ╪ゃ眠ァ璺璻ァ╪ゃ眠ァ璺

徉）ァォㇱケクケァヮグヴオ 徉）ァォガケクザァヮグヴオ

ヒァォヒヶモロリョリユュァャケ゚ァヱロモヤユオァセァ奭哲癉瞟矞禍箆
ヲァォヲヶモロリョリユュァャケ゚ァンユヴヶロヵオァセァ𥫣箐䅈癉瞟矞禍箆

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケシァゲサセゲジセケゴ

璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケシァゲサセゲジセケゴ

徉）ァォギケクコァヮグヴオ
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ゲ04ゲ04ゲ04ゲ04 コ04コ04コ04コ04

奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i 奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
磾礐䅣璈禴磾䄅 穪筿礥祊 祊篊窂筿璈禴磾䄅 窊种𥧔䄅𥮲磾

ゲ ㇱゲゲゲ 琢ゅ璈邇酩 ォァゴァオㇱ ɔ40奪蓧彳 コ ㇱココクジザ ヒ ゲ ㇱザゲケ 滿窗璈肘ä ォァゴァオㇱ ガ𥧔庁蓧庁 ゴ ㇱココクジザ ヒ
磹磹䅣璈禡篖稛 窂祘䆴䇳䄅稛 秇磹祲䇳璈禴磾䄅 䅈筿䈇种磹稸

コ ㇱシゲケ 拄ゅ璈把徂 ォァゴァオㇱ 摩⒈戻蓧❸ ゴ ㇱココクスケ ヒ コ ㇱゲゲコ 轍衷釮璈凡フ ォァゴァオㇱ 撤燐瀧蓧彳 サ ㇱコゴクケス ヒ
稛祊磾箐璈箛𥮲磾秖 磾窬竌 磹种磹璈䆿穧筳䄅 秂种䄅

ゴ ㇱサゲゲ 琄⒐璈吻領 ォァゴァオㇱ め輩蓧怡 シ ㇱココクズズ ヒ ゴ ㇱコゲコ ú衷璈48⊕ ォァゴァオㇱ 虫ホ蓧鰭 ザ ㇱコゴクゲス ヒ
磹磹筁箐璈䇳窂穪 窊种篊䄅 䈇禴筤䇳璈秇穪种 穪筿礥筿窂筿

サ ㇱゴゲケ 拄闌璈{違賣 ォァゴァオㇱ ガ4蓧藁 ザ ㇱコゴクゲゲ ヲ サ ㇱサゲケ ⑰樅璈そ ォァゴァオㇱ 枡邊遊蓧怡 コ ㇱコゴクゴサ ヲ
稛祊䆴种璈秖筦篖 䆿礥祊 磹磹䅣璈禡篖稛箼磾 禴磾窂篖

ザ ㇱコゲゲ 珽㌍璈デ ォァゴァオㇱ 鮗奪籗鰭 ジ ㇱコゴクザゲ ザ ㇱシゲコ 拄ゅ璈把徂健 ォァゴァオㇱ っ遊蓧❸ ジ ㇱコゴクジゴ
磕穙秖璈䈇种䆿穪 竴稕祲䄅𥮲磾穪 筕箛璈稛磹𥞴磹 窊筦磾

ギ ㇱザゲコ 槶Ǔ璈徒朝 ォァゴァオㇱ 榻榧庁楯蓧庁 サ ヅハピ シ ㇱゴゲコ 鴈璈ᆨ耨 ォァゴァオㇱ 短ブ蓧藁 シ ㇱコザクサコ

ゴ04ゴ04ゴ04ゴ04

奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
磕祊秌篊璈䇳秇䄅 祘筕磾

ゲ ㇱゲゲケ ₁咩璈瘧Ⅷ ォァゴァオㇱ 36ブ蓧彳 コ ㇱコゴクケサ ヒ
竴䈎稛窊璈祊𥞩䇳 磹䇳穜

コ ㇱシゲゲ 虜も璈瀧⅘ ォァゴァオㇱ 超㎆蓧❸ ジ ㇱコゴクコズ ヒ
种筿𥞩璈稛祲箼磾 筿祊秇

ゴ ㇱサゲコ ⎬靱璈苞鐺 ォァゴァオㇱ 濯十八蓧怡 ザ ㇱコゴクゴシ ヒ
磹窹箐䄅璈穙祊秇 祊䇮礥祊

サ ㇱザゲゲ 83鑵璈領 ォァゴァオㇱ 秩樸蓧庁 サ ㇱコゴクサシ ヲ
䇳礐祊篊璈筳磾䅣磹 𥫤篖𥞴磹

ザ ㇱゴゲゲ 縫滿璈邊彳 ォァゴァオㇱ 貭耨蓧藁 シ ㇱコサクゲサ
竴秖筕穪璈筤䅈𥧔箛 秖筳磾祘礥祊

ギ ㇱコゲケ ホ鑚璈ᆨ38 ォァゴァオㇱ Gょ疰奪蓧鰭 ゴ ヅハピ

箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪

0𦥯𦣪嘖0ば嘆旄餮f淋典テ彳抵璈絆琢レ臘癮使ァボゲゴザケゲジケゴマ 桎墓摩舢 樅旅璈瀕領
陬0〉滲漱瑰殺湊苗囮絆琢レ臘寢 ぇ埴端潰舢 挽ゅ璈軛疵

蒜〛ァう敕ァコケケヮ蒜〛ァう敕ァコケケヮ蒜〛ァう敕ァコケケヮ蒜〛ァう敕ァコケケヮ
着敏ァㇱ ゲゴグスグケシァゲゲセコザァォァゴ04ァゴ膲ゴァオㇱ
╪ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケシァゲゴセゴケァォァコ04ァゴ膲コァオㇱ
ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケシァゲザセケケァㇱ

蹙鑚嘆旄ぇ埴ァㇱ コゲクゲスァ蹙燐璈必曚ァ倮樸籗毒冏梛ァコケゲケァ漱矛
0ば嘆旄ぇ埴ァㇱ コゲクザスァ驅ゅ璈翅糧ァ彳悗籗枹榮滿嗔ァゲズズスァ明耨樅
彳抵ぇ埴ァㇱ コゲクスズァ樅鑚璈絛煉ァ彳悗籗歹鑚瀧ァコケケケァ拓雄

璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺

徉）ァォガケクゲァヮグヴオ 徉）ァォギケクゲァヮグヴオ

徉）ァォガケクジァヮグヴオ

ヲァォヲヶモロリョリユュァャケ゚ァンユヴヶロヵオァセァ𥫣箐䅈癉瞟矞禍箆

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケシァゲゲセサコセケシ

ヅハピァォヅリュァハヰヵァピヵモンヵオァセァ靭寢
ヒァォヒヶモロリョリユュァャケ゚ァヱロモヤユオァセァ奭哲癉瞟矞禍箆
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祊篊窂筿璈禴磾䄅 窊种𥧔䄅𥮲磾 磾礐䅣璈禴磾䄅 穪筿礥祊

ゲ ㇱザゲケ 滿窗璈肘ä ォァゴァオㇱ ガ𥧔庁蓧庁 ジ ㇱココクサゲ ヒ ゲ ㇱゲゲゲ 琢ゅ璈邇酩 ォァゴァオㇱ ɔ40奪蓧彳 ジ ㇱココクザジ ヒ
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コ ㇱゲゲケ ₁咩璈瘧Ⅷ ォァゴァオㇱ 36ブ蓧彳 ザ ㇱココクシシ ヒ コ ㇱシゲケ 拄ゅ璈把徂 ォァゴァオㇱ 摩⒈戻蓧❸ サ ㇱココクシゴ ヒ
磹磹筁箐璈䇳窂穪 窊种篊䄅 秇磹祲䇳璈禴磾䄅 䅈筿䈇种磹稸

ゴ ㇱゴゲケ 拄闌璈{違賣 ォァゴァオㇱ ガ4蓧藁 ス ㇱココクジコ ヒ ゴ ㇱゲゲコ 轍衷釮璈凡フ ォァゴァオㇱ 撤燐瀧蓧彳 シ ㇱココクズコ ヒ
稛祊磾箐璈箛𥮲磾秖 磾窬竌 磹种磹璈䆿穧筳䄅 秂种䄅

サ ㇱサゲゲ 琄⒐璈吻領 ォァゴァオㇱ め輩蓧怡 サ ㇱココクズス ヲ サ ㇱコゲコ ú衷璈48⊕ ォァゴァオㇱ 虫ホ蓧鰭 ザ ㇱコゴクケケ ヲ
竴䈎稛窊璈祊𥞩䇳 磹䇳穜 种筿𥞩璈稛祲箼磾 筿祊秇
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シ ㇱサゲケ ⑰樅璈そ ォァゴァオㇱ 枡邊遊蓧怡 ゴ ㇱコゴクサケ シ ㇱザゲゲ 83鑵璈領 ォァゴァオㇱ 秩樸蓧庁 ゴ ㇱコゴクサコ

奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
祊篊窂筿璈禴磾䄅 窊种𥧔䄅𥮲磾

ゲ ㇱザゲケ 滿窗璈肘ä ォァゴァオㇱ ガ𥧔庁蓧庁 シ ㇱココクゲス
磾礐䅣璈禴磾䄅 穪筿礥祊

コ ㇱゲゲゲ 琢ゅ璈邇酩 ォァゴァオㇱ ɔ40奪蓧彳 サ ㇱココクサゴ
磕祊秌篊璈䇳秇䄅 祘筕磾

ゴ ㇱゲゲケ ₁咩璈瘧Ⅷ ォァゴァオㇱ36ブ蓧彳 ザ ㇱココクサシ
磹磹䅣璈禡篖稛 窂祘䆴䇳䄅稛

サ ㇱシゲケ 拄ゅ璈把徂 ォァゴァオㇱ 摩⒈戻蓧❸ ジ ㇱココクザコ
磹磹筁箐璈䇳窂穪 窊种篊䄅
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秇磹祲䇳璈禴磾䄅 䅈筿䈇种磹稸

シ ㇱゲゲコ 轍衷釮璈凡フ ォァゴァオㇱ 撤燐瀧蓧彳 ス ㇱココクスシ
稛祊磾箐璈箛𥮲磾秖 磾窬竌

ジ ㇱサゲゲ 琄⒐璈吻領 ォァゴァオㇱめ輩蓧怡 ゴ ㇱココクズジ
磹种磹璈䆿穧筳䄅 秂种䄅

ス ㇱコゲコ ú衷璈48⊕ ォァゴァオㇱ虫ホ蓧鰭 コ ㇱコゴクケザ
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陬0〉滲漱瑰殺湊苗囮絆琢レ臘寢 ぇ埴端潰舢 挽ゅ璈軛疵

蒜〛ァう敕ァコケケヮ蒜〛ァう敕ァコケケヮ蒜〛ァう敕ァコケケヮ蒜〛ァう敕ァコケケヮ
着敏ァㇱ ゲゴグスグケシァゲゲセコザァォァゴ04ァゴ膲ゴァオㇱ
╪ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケシァゲゴセゴケァォァコ04ァゴ膲コァオㇱ
ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケシァゲザセケケァㇱ

蹙鑚嘆旄ぇ埴ァㇱ コゲクゲスァ蹙燐璈必曚ァ倮樸籗毒冏梛ァコケゲケァ漱矛
0ば嘆旄ぇ埴ァㇱ コゲクザスァ驅ゅ璈翅糧ァ彳悗籗枹榮滿嗔ァゲズズスァ明耨樅
彳抵ぇ埴ァㇱ コゲクスズァ樅鑚璈絛煉ァ彳悗籗歹鑚瀧ァコケケケァ拓雄

璻ァ╪ゃ眠ァ璺璻ァ╪ゃ眠ァ璺璻ァ╪ゃ眠ァ璺璻ァ╪ゃ眠ァ璺

徉）ァォガケクシァヮグヴオ 徉）ァォガゲクジァヮグヴオ

ヒァォヒヶモロリョリユュァャケ゚ァヱロモヤユオァセァ奭哲癉瞟矞禍箆
ヲァォヲヶモロリョリユュァャケ゚ァンユヴヶロヵオァセァ𥫣箐䅈癉瞟矞禍箆

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケシァゲゴセサゲセサケ

璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケシァゲゴセサゲセサケ

徉）ァォガケクスァヮグヴオ
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筿稸种稛璈稛祲筤 磾稛种䄅筤䇳 磹䇳窊种璈筳磾稛 禡筤䄅䅣磹

ゲ ㇱコゲゴ 暑託璈溽稚 ォァゴァオㇱ 辿貉樅蓧鰭 ザ ㇱザゲクサシ ヒ ゲ ㇱコゲサ 超ガ璈被徂 ォァゴァオㇱ 痏睼疷瞭蓧鰭 サ ㇱザゲクザズ ヒ
䆴种筕穪璈箛祲 秇祊磹窂祘礥 秇禴䅣璈箐篖 秖𥮲磾窂篖

コ ㇱゲゲサ ㌍鑚璈絆 ォァゴァオㇱ 寫摩楙蓧彳 サ ㇱザゲクスサ ヒ コ ㇱザゲゴ 轍虜ゅ璈Ǎ ォァゴァオㇱ 姙遊蓧庁 ゴ ㇱザコクケシ ヒ
磾䇮稛窊璈笮种磕 祊种窹䆿祘种 磕篖穵磾璈䅣磹䄅 稛䇳祘篊

ゴ ㇱサゲゴ 髷も璈M睚瀦 ォァコァオㇱ 椻■陬蓧怡 シ ㇱザコクケケ ヲ ゴ ㇱゲゲザ 晧ホ璈彳邇 ォァゴァオㇱ ó滿蓧彳 ザ ㇱザコクコズ ヲ
磾磹禡璈筳磾种 礥礥礐 稛䈎磹璈种𥮲磾 筤祧

サ ㇱザゲザ 趦《璈被N ォァゴァオㇱ 彳霤蓧庁 ジ ㇱザゴクゴス サ ㇱサゲザ ㍉衷璈81 ォァゴァオㇱ 秒鑵蓧怡 シ ㇱザゴクサザ
穙筳秌䄅璈禡磹稛 祲䅈筿 穵磾筕穪璈窂礥穪种 禴秇䅣祘礥祊

ザ ㇱゴゲサ 侔ɲ璈侭徂 ォァゴァオㇱ 黔コ蓧藁 ゴ ㇱザゴクサシ ザ ㇱゴゲザ 嬶鑚璈`浗 ォァゴァオㇱ 虜轍ゅ奪蓧藁 ジ ㇱザゴクシサ
礥礥磹篊璈禡磹穪 祊种篊窹箐 筤䇳礥祊璈竴筿稸祊 窂祘䆴䇳䄅稛

シ ㇱシゲザ 彳檢璈穰朝 ォァゴァオㇱ 鞣淀蓧❸ コ ㇱザサクシコ シ ㇱシゲゴ 樅樸璈糧浪 ォァゴァオㇱ 摩⒈戻蓧❸ コ ㇱザサクケサ
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秇秇筤䇳璈䈇种䄅 𥞴磹磾篖

ゲ ㇱコゲザ 0樅璈徒酩 ォァゴァオㇱ 倀驥蓧鰭 ザ ㇱザコクサケ ヒ
磹𥞩筿璈祊𥞩穪 秇祲筤禴𥧔䆴窂

コ ㇱゲゲゴ 菟璈瀧賣 ォァゴァオㇱ 亢痀睼痝癮08蓧彳 サ ㇱザコクジサ ヒ
秇祊磹璈祊𥞩䇳 窊种祘筕

ゴ ㇱザゲサ 耶衷璈瀧z ォァゴァオㇱ ガミ60蓧庁 シ ㇱザゴクコゲ
竴祲磹璈𥧔箛䄅 禴磾祊

サ ㇱシゲサ 03衷璈簔I̊ ォァゴァオㇱ っミ蓧❸ コ ㇱザゴクサザ
礥秌䄅璈箵礥 窊种篊䄅

ザ ㇱゴゲゴ 楙殤璈#ブ ォァゴァオㇱ ガ4蓧藁 ゴ ㇱザゴクシジ
筿稸祘筿璈祊𥞩筤 穪筿礥筿窂筿

シ ㇱサゲサ 暑琢璈藁稚 ォァゴァオㇱ 枡邊遊蓧怡 ジ ㇱザゴクジシ

奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
筿稸种稛璈稛祲筤 磾稛种䄅筤䇳

ゲ ㇱコゲゴ 暑託璈溽稚 ォァゴァオㇱ辿貉樅蓧鰭 シ ㇱザケクケザ
磹䇳窊种璈筳磾稛 禡筤䄅䅣磹

コ ㇱコゲサ 超ガ璈被徂 ォァゴァオㇱ 痏睼疷瞭蓧鰭 ザ ㇱザゲクコサ
秇秇筤䇳璈䈇种䄅 𥞴磹磾篖

ゴ ㇱコゲザ 0樅璈徒酩 ォァゴァオㇱ倀驥蓧鰭 サ ㇱザゲクサジ
磹𥞩筿璈祊𥞩穪 秇祲筤禴𥧔䆴窂

サ ㇱゲゲゴ 菟璈瀧賣 ォァゴァオㇱ 亢痀睼痝癮08蓧彳 ス ㇱザゲクジズ
䆴种筕穪璈箛祲 秇祊磹窂祘礥

ザ ㇱゲゲサ ㌍鑚璈絆 ォァゴァオㇱ寫摩楙蓧彳 ジ ㇱザコクゲケ
磾䇮稛窊璈笮种磕 祊种窹䆿祘种

シ ㇱサゲゴ 髷も璈M睚瀦 ォァコァオㇱ椻■陬蓧怡 ゴ ㇱザコクシコ
秇禴䅣璈箐篖 秖𥮲磾窂篖

ジ ㇱザゲゴ 轍虜ゅ璈Ǎ ォァゴァオㇱ姙遊蓧庁 ズ ㇱザコクシズ
磕篖穵磾璈䅣磹䄅 稛䇳祘篊

ス ㇱゲゲザ 晧ホ璈彳邇 ォァゴァオㇱó滿蓧彳 コ ㇱザゴクゲケ
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蹙鑚嘆旄ぇ埴ァㇱ サスクゲスァも滿璈過脯ァ54槖籗錄齠ァコケケズァ彳便
0ば嘆旄ぇ埴ァㇱ サズクケザァ樅鑚璈璈翌ァ怡フ籗購樅遊ァゲズスザァ付樅
彳抵ぇ埴ァㇱ サズクザケァ盆ホ璈57斟ァ❸ミ籗け盂ァゲズズケァ軛ú

璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺

ヒァォヒヶモロリョリユュァャケ゚ァヱロモヤユオァセァ奭哲癉瞟矞禍箆
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璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺
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奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i 奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
礥祲璈稛磹稸 䆿箐礥祊 窊种稕𥧔璈䆴筤穪 祊禴祘篊筤䇳穟

ゲ ㇱコゲス 恃璈ᆨ坿 ォァゴァオㇱ 烋樸蓧鰭 シ ㇱコセケゴクサコ ヒ ゲ ㇱコゲシ ガ囮璈徸賣 ォァゴァオㇱ 盆虜滿樅腆蓧鰭 サ ㇱコセケケクコス ヒ
礥䅣璈竴筿筤 筿𥧔礥窊 穪筿稛璈箛𥮲磾稛箼磾 窂祊𥧔

コ ㇱゲゲシ 椌ゅ璈貭佗 ォァゴァオㇱ 〇傜忠蓧彳 ゴ ㇱコセケサクサシ ヒ ゲ ㇱゲゲジ 枡ゅ璈塀徂健 ォァゴァオㇱ 嘆褫蓧彳 シ ㇱコセケケクコス ヒ
䇳穙磹璈稛祊䆿箼 祊篊磹䅣磹窊 磕箛䇳穙璈种𥮲磾 䄅种祘篊

ゴ ㇱサゲス 隰衷璈フ瑶 ォァゴァオㇱ 芦淋0忠蓧怡 コ ㇱコセケザクズサ ゴ ㇱゴゲジ 鐚隰璈辮 ォァゴァオㇱ フ睚滿蓧藁 ゴ ㇱコセケケクゴス ヲ
穪𥧔磾稸璈箛𥮲磾䅈禡 祊稛祧䆴箐 䆴箐璈禴磾稛 种䄅禩

サ ㇱザゲシ 唹不璈張b ォァゴァオㇱ ⑱淀蓧庁 ザ ㇱコセケシクゴシ サ ㇱサゲジ 淀璈斟徂 ォァゴァオㇱ 瑟託蓧怡 ザ ㇱコセケサクケザ
䆴稛窂祊璈稛祲筿 祊筿穪篖䅣 筤䇳禕稸璈筳磾䅈禡 䄅𥮲磾穪礥磹禡

ザ ㇱゴゲシ ゆ嘆璈苞曚 ォァゴァオㇱ 琢枡ゅ蓧藁 サ ㇱコセケズクシゴ ザ ㇱザゲス 樅旅璈▅跳 ォァゴァオㇱ 庁楯皀《蓧庁 ジ ㇱコセケサクゲケ
䇳䅈䅣璈禡磹稛 䇳磹窹箐 䈇种磹璈禴磾磹稸 种祘

シ ㇱシゲス 崢ゅ璈簔徂 ォァゴァオㇱ う淀蓧❸ ジ ㇱコセゲゲクゲゲ シ ㇱシゲジ 燐衷璈斟瀧 ォァゴァオㇱ 睚ミ蓧❸ コ ㇱコセケサクザズ

ゴ04ゴ04ゴ04ゴ04

奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
筁箼璈祊𥞩䄅 穟穜祊筤䇳

ゲ ㇱサゲシ 曦璈藁漾 ォァコァオㇱ 潭屏樅蓧怡 ザ ㇱコセケゲクゲザ ヒ
种祊稛璈筳磾秂 䆿祊箛祘礥祊

コ ㇱコゲジ 嗔跏璈笂ù ォァゴァオㇱ 肘祘奪蓧鰭 ゴ ㇱコセケコクジケ ヒ
筤祧璈筳磾稛 种筕祘筕

ゴ ㇱザゲジ 秒鑵璈2/9徂 ォァゴァオㇱ 託觥蓧庁 シ ㇱコセケゴクズサ ヲ
稸祊𥧔璈箵礥 禴磾𥞴磹䄅稛

サ ㇱシゲシ 0褫璈磋徑 ォァゴァオㇱ っガ戻蓧❸ コ ㇱコセケサクケス
磹禴䇳璈禴磾种箼磾 穪磾䈇磾

ザ ㇱゴゲス ブ欤璈肘糧鐺 ォァゴァオㇱ 陬繈蓧藁 ジ ㇱコセケシクゲゴ
稛禡䅣璈种𥮲磾䇳 䈇穵祘篊

シ ㇱゲゲス ワゅ璈81槖 ォァゴァオㇱ ⒣滿蓧彳 サ ㇱコセケシクゲジ

奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
礥祲璈稛磹稸 䆿箐礥祊

ゲ ㇱコゲス 恃璈ᆨ坿 ォァゴァオㇱ烋樸蓧鰭 ジ ㇱコセケゲクザゲ
种祊稛璈筳磾秂 䆿祊箛祘礥祊

コ ㇱコゲジ 嗔跏璈笂ù ォァゴァオㇱ肘祘奪蓧鰭 ス ㇱコセケゲクザス
窊种稕𥧔璈䆴筤穪 祊禴祘篊筤䇳穟

ゴ ㇱコゲシ ガ囮璈徸賣 ォァゴァオㇱ 盆虜滿樅腆蓧鰭 シ ㇱコセケゲクジシ
磕箛䇳穙璈种𥮲磾 䄅种祘篊

サ ㇱゴゲジ 鐚隰璈辮 ォァゴァオㇱフ睚滿蓧藁 ゴ ㇱコセケゲクズゲ
穪筿稛璈箛𥮲磾稛箼磾 窂祊𥧔

ザ ㇱゲゲジ 枡ゅ璈塀徂健 ォァゴァオㇱ嘆褫蓧彳 ザ ㇱコセケコクコゴ
礥䅣璈竴筿筤 筿𥧔礥窊

シ ㇱゲゲシ 椌ゅ璈貭佗 ォァゴァオㇱ〇傜忠蓧彳 ズ ㇱコセケゴクゲシ
筤祧璈筳磾稛 种筕祘筕

ジ ㇱザゲジ 秒鑵璈2/9徂 ォァゴァオㇱ託觥蓧庁 コ ㇱコセケゴクズコ
筁箼璈祊𥞩䄅 穟穜祊筤䇳

ス ㇱサゲシ 曦璈藁漾 ォァコァオㇱ潭屏樅蓧怡 サ ㇱコセケザクジジ

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケジァゲゲセザザセゴズ

ヒァォヒヶモロリョリユュァャケ゚ァヱロモヤユオァセァ奭哲癉瞟矞禍箆
ヲァォヲヶモロリョリユュァャケ゚ァンユヴヶロヵオァセァ𥫣箐䅈癉瞟矞禍箆

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケジァゲゲセザザセゴズ

璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺

0ば嘆旄ぇ埴ァㇱ ゲセザゴクシジァæコ璈働汲ァ鰭爍籗鞣淀ァゲズズケァ雄彌癮鴈
彳抵ぇ埴ァㇱ ゲセザシクシスァガ闌璈繈ファ鰭爍籗濯鑵ァコケゲコァ拓雄

璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺

蒜〛ァう敕ァスケケヮ蒜〛ァう敕ァスケケヮ蒜〛ァう敕ァスケケヮ蒜〛ァう敕ァスケケヮ 着敏ァㇱ ゲゴグスグケジァゲゲセサケァォァゴ04ァコ膲コァオㇱ
ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケジァゲサセゴザァㇱ

蹙鑚嘆旄ぇ埴ァㇱ ゲセザゴクゲザァ藁ゅ璈眺睚ァ摩褫籗₁XIIIァゲズスゴァ嚔コ

0𦥯𦣪嘖0ば嘆旄餮f淋典テ彳抵璈絆琢レ臘癮使ァボゲゴザケゲジケゴマ 桎墓摩舢 樅旅璈瀕領
陬0〉滲漱瑰殺湊苗囮絆琢レ臘寢ァボコザゴケサケマ ぇ埴端潰舢 挽ゅ璈軛疵

- 18 -



桎墓摩舢
ぇ埴端潰舢

奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 バンュク ぇ埴 賠i
䇳穙种䇳璈箛祲 䆿䇮秖窂䅣

ゲ ㇱコゲズ 隰浚璈絆 ォァゲァオㇱ 懃0汜蓧鰭 ゲゲ ㇱサセコズクゲス
筿筤秖䇳璈礐磹秂 磕箐磹

コ ㇱココケ 朞歹璈48葺 ォァゲァオㇱ o衷蓧鰭 ザ ㇱサセコズクズコ
筿筤禡璈穪筕筤 箛𥮲磾窂篖

ゴ ㇱココゲ 濯晁璈離佗 ォァゲァオㇱ 䉤遊蓧鰭 ジ ㇱサセコズクズサ
笮箛䆴稛璈禡磹秂 𥞴磹竴磾

サ ㇱゲゲズ 嬪は璈徒煉 ォァゲァオㇱ グ徉蓧彳 ゲザ ㇱサセゴケクケザ
稛窂笽璈䆿祊箛 磾䇮穜

ザ ㇱザコケ ゅ淚璈肘 ォァゲァオㇱ 髷㎆蓧庁 シ ㇱサセゴサクケシ
穙秖筕穪璈禡篖筤 祊䇮祘篊

シ ㇱゴゲズ Ǔ鑚璈瀕稚 ォァゲァオㇱ 秩滿蓧藁 サ ㇱサセゴサクゴゲ
礥礥筁箐璈筳磾磹稸箼磾 䄅𥮲磾秇篖䅣磹竴

ジ ㇱザコゲ 彳闌璈笂瀧健 ォァゲァオㇱ 庁ペ彳榻蓧庁 ゲコ ㇱサセゴザクザズ
礥祲筁箐璈䆿筦磾祘 种𥧔𥧔䇮

ス ㇱゲコゲ 恃闌璈蹙塁 ォァゲァオㇱ 陬驥蓧彳 コ ㇱサセゴジクスス
祊篊筁箐璈䅣磹䅈禡 种筕穙䅣磹窊

ズ ㇱゴコケ 滿闌璈彳Û ォァゲァオㇱ 託㎆0忠蓧藁 ゲシ ㇱサセゴスクズゲ
䅈筿䅣璈箛𥮲磾䅈禡 竴种筿

ゲケ ㇱザゲズ ブゅ璈塀迭 ォァゲァオㇱ 堤コ蓧庁 ゲ ㇱサセゴズクサコ
禴磹种璈禴磾稛箼磾 稛祘

ゲゲ ㇱシコケ 虜ú璈⑵徂健 ォァゲァオㇱ 彌ミ蓧❸ ゲス ㇱサセゴズクシジ
禴筁箼璈箛筦磾𥧔䅈禡 祊种窹窊种

ゲコ ㇱサゲズ 椌曦璈ー良 ォァゲァオㇱ 椻■ガ蓧怡 ゲサ ㇱサセサケクジザ
䈇种䅣璈种筦篖 种筕穙䅣磹窊

ゲゴ ㇱゴコゲ 燐ゅ璈浗 ォァゲァオㇱ 託㎆0忠蓧藁 ズ ㇱサセサケクジジ
祊秖璈窂礥筤 磹祊䈎祘筿窂筿

ゲサ ㇱサコゲ 成汲璈`瓧 ォァゲァオㇱ 賈蟫遊蓧怡 ゴ ㇱサセサケクスス
筤䇳䅣璈筿稸穪 筿窂祲稸

ゲザ ㇱシコゲ 樅ゅ璈暑ɔ ォァゲァオㇱ 靱旅蓧❸ ス ㇱサセサコクゴサ
秇磹䄅璈禡磹䅈禡 禴磾䈇磾

ゲシ ㇱサコケ 嵭鑵璈埀跳 ォァゲァオㇱ 肘繈蓧怡 ゲジ ㇱサセサザクコシ
磹篊稛璈窂礥穪 窂篖秂磾

ゲジ ㇱシゲズ 檢ゅ璈`朝 ォァゲァオㇱ 遊舜蓧❸ ゲゴ ㇱサセザゴクザザ
种䇳禕稸璈䅣磹䄅 种𥧔𥧔䇮

ゲス ㇱゲコケ 歹旅璈彳ä ォァゲァオㇱ 陬驥蓧彳 ゲケ ㇱサセザサクゴコ

0𦥯𦣪嘖0ば嘆旄餮f淋典テ彳抵璈絆琢レ臘癮使ァボゲゴザケゲジケゴマ 樅旅璈瀕領
陬0〉滲漱瑰殺湊苗囮絆琢レ臘寢 挽ゅ璈軛疵

ゲ烝ァう敕ァゲザケケヮゲ烝ァう敕ァゲザケケヮゲ烝ァう敕ァゲザケケヮゲ烝ァう敕ァゲザケケヮ ゲゴグスグケシァゲザセコザァㇱ
蹙鑚嘆旄ぇ埴ァㇱ ゴセザザクズケァ《ゅ璈璈デァ鰭爍籗盆虜滿樅腆ァコケゲコァ盆虜滿
0ば嘆旄ぇ埴ァㇱ ゴセザザクズケァ《ゅ璈璈デァ鰭爍籗盆虜滿樅腆ァコケゲコァ盆虜滿
彳抵ぇ埴ァㇱ サセゲシクズザァ埔匹璈2/9凅ァ鰭爍籗盆虜滿樅腆ァコケゲコァ拓雄

璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケシァゲザセゴザセザケ

- 19 -



桎墓摩舢
ぇ埴端潰舢

奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 バンュク ぇ埴 賠i
筿磾箐璈稛祊䆿箼 筕箛禕稸磹稸

ゲ ㇱゲココ 濯⒐璈翅柮 ォァゴァオㇱ 晤旅瀧蓧彳 コ ㇱサセケシクジザ
秇祊磹璈䈇磾秖 礥礥䆴箐

コ ㇱコココ 耶衷璈f糧 ォァゴァオㇱ 彳淀蓧鰭 ス ㇱサセゲゲクゲス
䈇种礥祊璈箛𥮲磾穪 种祘

ゴ ㇱシココ 燐樸璈塀朝 ォァゴァオㇱ 睚ミ蓧❸ ゲシ ㇱサセゲゲクスシ
稛窂祊璈稛祊筤 磹窹箐䄅筿窂筿

サ ㇱゲコゴ ゅ嘆璈ー稚 ォァゴァオㇱ 83鑵遊蓧彳 ゲサ ㇱサセゲコクケザ
窂祊秖䇳璈箛𥮲磾 筿𥧔礥磹稸

ザ ㇱゲコサ 嘆浚璈塀 ォァコァオㇱ 〇傜瀧蓧彳 ジ ㇱサセゲサクズズ
祊磹璈穪箐稕磾 秇秇筤䇳

シ ㇱココサ 盆衷璈アト〝 ォァゴァオㇱ 55樅蓧鰭 ゲゲ ㇱサセゲザクシケ
䆴筤种璈禴磾𥫱磹 窊种祘筕

ジ ㇱザコゴ 霓璈㊍烋 ォァゴァオㇱ ガミ60蓧庁 ゲケ ㇱサセゲジクザザ
筤𥧔璈竴筿穪 笮篖稛筕篖

ス ㇱココゴ ë褫璈巌朝 ォァゴァオㇱ 鑚彌し蓧鰭 サ ㇱサセゲスクサジ
䇳筿筤璈筳磾 𥞴磹穪祲

ズ ㇱシコゴ 戻朞璈笂 ォァゴァオㇱ け盂蓧❸ シ ㇱサセゲズクザサ
秇磹䄅璈种筦磾𥫱磹 禴磾䈇磾

ゲケ ㇱサコゴ 嵭鑵璈浪烋 ォァゴァオㇱ 肘繈蓧怡 ゲス ㇱサセゲズクズゴ
秇秇䄅璈筳磾秖 磕筤笽

ゲゲ ㇱザココ 轍璙鑵璈被汲 ォァゴァオㇱ 92使蓧庁 ゲコ ㇱサセコケクスコ
䇳礐祲笯璈筳磾䄅 𥧔祊筿

ゲコ ㇱゴココ 縫団鴇璈邊フ ォァゴァオㇱ 褫琢蓧藁 ゲジ ㇱサセコゲクケサ
礥礥窊种璈禴磾𥞴磹 䇮磹䈇磾

ゲゴ ㇱゴコゴ 彳ガ璈躪輓 ォァゴァオㇱ 軛♤蓧藁 ズ ㇱサセコゲクシケ
禴䇳磹璈禴磾稛 磕穵祘篊

ゲサ ㇱシコサ 欤衷璈躪＝ ォァゴァオㇱ 晧鉐滿蓧❸ ゲ ㇱサセコサクコシ
䇳秂䇮璈箛𥮲磾䅈禡 筤䇳稕礐

ゲザ ㇱサコサ 槖Ⓟ璈張跳 ォァコァオㇱ 樅⎨蓧怡 ゲザ ㇱサセコシクザス
种篖稛祲璈禴磾秖 䄅种祘篊

ゲシ ㇱゴコサ 赱晁璈爲糧 ォァコァオㇱ フ睚滿蓧藁 ザ ㇱサセコシクズズ
䆿篊稛箛璈筳磾稛 筤祧

ゲジ ㇱサココ ╆㎣璈満徂 ォァゴァオㇱ 秒鑵蓧怡 ゲゴ ㇱサセコズクゲザ
䆿䄅稛璈祊𥞩窂礥 筕筕筤䇳

ゲス ㇱザコサ ぼゅ璈藁` ォァコァオㇱ 駱樅蓧庁 ゴ ㇱサセゴゲクザジ

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケジァゲサセコジセゴジ

璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺

蹙鑚嘆旄ぇ埴ァㇱ ゴセザザクズケァ《ゅ璈璈デァ鰭爍籗盆虜滿樅腆ァコケゲコァ盆虜滿
0ば嘆旄ぇ埴ァㇱ ゴセザザクズケァ《ゅ璈璈デァ鰭爍籗盆虜滿樅腆ァコケゲコァ盆虜滿
彳抵ぇ埴ァㇱ サセケゲクサザァ《ゅ璈璈デァ鰭爍籗盆虜滿樅腆ァコケゲコァ拓雄

0𦥯𦣪嘖0ば嘆旄餮f淋典テ彳抵璈絆琢レ臘癮使ァボゲゴザケゲジケゴマ 樅旅璈瀕領
陬0〉滲漱瑰殺湊苗囮絆琢レ臘寢ァボコザゴケサケマ 挽ゅ璈軛疵

蒜〛ァう敕ァゲザケケヮ蒜〛ァう敕ァゲザケケヮ蒜〛ァう敕ァゲザケケヮ蒜〛ァう敕ァゲザケケヮ ゲゴグスグケジァゲサセゲザァㇱ
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桎墓摩舢
ぇ埴端潰舢

奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 バンュク ぇ埴 賠i
祊穪磾璈磕穙种 礥礥祲笯

ゲ ㇱココザ 盆ホ璈㊫ ォァゴァオㇱ 彳団鴇蓧鰭 ズ ㇱスセザケクスゲ
䇳穙礥璈稛祲筿 祊䇮祘篊

コ ㇱゴコザ 隰楙璈苞曚 ォァゴァオㇱ 秩滿蓧藁 ゲゲ ㇱスセザサクゲジ
磹窂䅣璈稛祲䇳 礥𥧔

ゴ ㇱココシ xvゅ璈苞{ ォァゴァオㇱ 椌褫蓧鰭 ゲゴ ㇱスセザサクジシ
筕箛祘筿璈筳磾稛 稛䇳稕𥧔

サ ㇱシコシ 鴈琢璈被徂 ォァゴァオㇱ ó囮蓧❸ ゲサ ㇱズセケゴクサズ
䈇种䅣璈稛祲筿 磹𥞩筿祊篊

ザ ㇱザコザ 燐ゅ璈冶 ォァゴァオㇱ 菟滿蓧庁 ゲス ㇱズセケシクズゴ
稸窹璈窂礥䄅 种箼筤䇳

シ ㇱシコザ 幽リ璈`ä ォァゴァオㇱ 姙樅蓧❸ シ ㇱズセケジクスス
筁箐稛璈磕穙种 𥞴磹竴磾

ジ ㇱゲコザ 闌ゅ璈箘 ォァゴァオㇱ グ徉蓧彳 ゴ ㇱズセゲゲクスコ
种筿𥞩璈稊磾䅣磹 䆿祘种磾秖

ス ㇱザコジ ⎬靱璈徸彳 ォァゴァオㇱ 陬晝汲蓧庁 コ ㇱズセゲコクケケ
祊篊筕穪璈禡篖稛 磹禡䅣

ズ ㇱゲコシ 滿鑚璈把徂 ォァゴァオㇱ 《ゅ蓧彳 ゲシ ㇱズセゲコクゲジ
礥祊筕穪璈穟穖笪磹 竴祲秌䄅窊种

ゲケ ㇱココジ 樸鑚璈俛烋 ォァゴァオㇱ 03殤ガ蓧鰭 ゲジ ㇱズセゲジクコザ
礥祊䅣璈禴磾𥫱磹 䆿箼𥧔

ゲゲ ㇱザコシ 樸ゅ璈⑵烋 ォァゴァオㇱ 熏褫蓧庁 ザ ㇱズセコケクゴサ
窂祊䅈秖璈稸䆿箼 磹篊穧

ゲコ ㇱゴコジ 嘆才璈幽棘 ォァゴァオㇱ 檢箆蓧藁 ゲケ ㇱズセコゲクケシ
窊种䅣璈筳磾䆿 稸䆴筤磕祊秇祊

ゲゴ ㇱゲコジ ガゅ璈邊愔 ォァゴァオㇱ 幽蹣₁悗蓧彳 ス ㇱズセコゲクサゴ
筿筤筕穪璈窂礥筳䄅 祊筿䆴筤

ゲサ ㇱゴコシ 朞鑚璈`焜 ォァゴァオㇱ 琢09揜蓧藁 ゲ ㇱズセココクザケ
竴秖祊篊璈禴磾䄅 磹种笽

ゲザ ㇱシコジ ホ滿璈躪酩 ォァゴァオㇱ ú使蓧❸ ゲコ ㇱズセコザクスズ
䇳穙磹璈磕穙筤 穪筿礥筿窂筿

ゲシ ㇱサコザ 隰衷璈㏈佗 ォァゴァオㇱ 枡邊遊蓧怡 ゲザ ㇱズセコジクザゲ
礐禕稸璈秖筦篖 祊种䆴箐

ゲジ ㇱサコジ 〉旅璈べ ォァゴァオㇱ ㈲淀蓧怡 ジ ㇱズセコズクケゴ
磕祊磹璈䅣磹䄅 稛磹𥞴磹

ゲス ㇱサコシ ₁衷璈彳Ⅷ ォァゴァオㇱ 彳耨蓧怡 サ ㇱゲケセササクズシ

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケジァゲザセケコセゴコ

璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺

蹙鑚嘆旄ぇ埴ァㇱ スセコゲクココァ《ゅ璈璈デァ鰭爍籗盆虜滿樅腆ァコケゲコァ笽磹禴筁
0ば嘆旄ぇ埴ァㇱ スセコゲクココァ《ゅ璈璈デァ鰭爍籗盆虜滿樅腆ァコケゲコァ笽磹禴筁
彳抵ぇ埴ァㇱ スセサゲクコゲァ㎣O̊璈{瀧ァ彳悗籗摩褫ガァゲズズゲァ謷𥧔《

0𦥯𦣪嘖0ば嘆旄餮f淋典テ彳抵璈絆琢レ臘癮使ァボゲゴザケゲジケゴマ 樅旅璈瀕領
陬0〉滲漱瑰殺湊苗囮絆琢レ臘寢ァボコザゴケサケマ 挽ゅ璈軛疵

蒜〛ァう敕ァゴケケケヮ蒜〛ァう敕ァゴケケケヮ蒜〛ァう敕ァゴケケケヮ蒜〛ァう敕ァゴケケケヮ ゲゴグスグケジァゲサセサザァㇱ
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ゲ04ゲ04ゲ04ゲ04 コ04コ04コ04コ04

奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i 奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
窊种筕箛璈箛𥮲磾䇳 䆴箛䇳筿窂筿 䈇种䇳璈祊磹穪 种篖䄅稛𥧔

ゲ ㇱココス ガ鴈璈ー槖 ォァゴァオㇱ 襁⅘遊蓧鰭 ザ キ゚ㇱゲサクシサ ヒ ゲ ㇱゲコス 燐戻璈⑼賣 ォァゴァオㇱ 赱戻褫蓧彳 ザ ㇱゲザクケゲ ヒ
稛窊璈种筦篖䅈禡 穪䈇窂祊秖筦磾磹稸 䆿禕稸璈箛祲穪 𥫱磹秖𥮲磾䆿祘种

コ ㇱゲコズ も璈浗Û ォァゴァオㇱ わ嘆友瀧蓧彳 シ キ゚ㇱゲザクケケ ヒ コ ㇱサコズ ╆旅璈絆朝 ォァコァオㇱ 烋姙陬蓧怡 コ ㇱゲザクコケ ヒ
筿筤篊䄅璈箛筦磾磹稸 祊筿 祊䄅筕穪璈稛祊䆿箼 秇篖䈇磾

ゴ ㇱサゴケ 朞4璈翅瀧 ォァゴァオㇱ 琢蓧怡 ゴ キ゚ㇱゲザクコケ ヒ ゴ ㇱコゴケ 飃鑚璈殘暈 ォァゴァオㇱ 樅繈蓧鰭 シ ㇱゲザクコジ ヒ
稛祊䅣璈种𥮲磾稛 种筕祧𥮲磾 窂祊稛璈䆿穧穪种 穪磾䄅

サ ㇱザコズ 琄ゅ璈恂徂 ォァゴァオㇱ 託庁蓧庁 ジ キ゚ㇱゲザクサゲ ヲ サ ㇱザゴケ 嘆ゅ璈48浗 ォァコァオㇱ 陬ä蓧庁 サ ㇱゲザクサコ ヲ
磹稊笽璈禡篖稛 䇳磹窹箐 磹穪磾璈䆿箼穪 䄅窐祘秇

ザ ㇱシコス 1/7使璈ヵ徂 ォァゴァオㇱ う淀蓧❸ コ キ゚ㇱゲザクシス ザ ㇱゴコズ 停ホ璈彳81 ォァゴァオㇱ ⇄十八蓧藁 ゴ ㇱゲシクケゲ
筤䇳窂祊璈祊𥞩䄅 稛祊礥 窂祊秖䇳璈𥞴磹筤 种祘

シ ㇱゴゴケ 樅嘆璈幽渢 ォァゴァオㇱ 珽邊蓧藁 サ キ゚ㇱゲシクザジ シ ㇱシゴケ 嘆浚璈逎鷭 ォァゴァオㇱ 睚ミ蓧❸ ジ ㇱゲシクケス

ゴ04ゴ04ゴ04ゴ04

奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
窂祊秖䇳璈箛𥮲磾 祊窂礥祊筿窂筿

ゲ ㇱゲゴケ 嘆歹璈⒠ ォァゴァオㇱ 襯樸遊蓧彳 コ ㇱゲサクジシ ヒ
礥礥窊种璈祊穙𥧔箛 磹𥫤䄅䅣磹

コ ㇱココズ 彳ガ璈必斌 ォァゴァオㇱ 衷廉瞭蓧鰭 サ ㇱゲサクジス ヒ
磹礥璈竴磾䇳 礥穪禴筤䇳

ゴ ㇱザコス 衷楙璈徉槖 ォァゴァオㇱ う樅蓧庁 ザ ㇱゲサクズジ ヒ
竴秖稛璈禴磾𥫱磹 种䄅禩

サ ㇱサコス ホゅ璈爲烋 ォァゴァオㇱ 瑟託蓧怡 ゴ ㇱゲザクゲシ ヲ
窂䈎𥞴璈稛祊筳䄅 祊筿穪篖䅣

ザ ㇱゴコス 耨朗璈翅断 ォァゴァオㇱ 琢枡ゅ蓧藁 ジ ㇱゲザクシズ
筤𥧔璈䆿箼䄅 䆿禴窬稸筦磾礥磾

シ ㇱシコズ ë褫璈暈Ⅷ ォァゴァオㇱ 疵馮嘆徑蓧❸ シ ㇱゲシクコジ

0𦥯𦣪嘖0ば嘆旄餮f淋典テ彳抵璈絆琢レ臘癮使ァボゲゴザケゲジケゴマ 桎墓摩舢 樅旅璈瀕領
陬0〉滲漱瑰殺湊苗囮絆琢レ臘寢 ぇ埴端潰舢 挽ゅ璈軛疵

蒜〛ァう敕ァゲゲケヮド蒜〛ァう敕ァゲゲケヮド蒜〛ァう敕ァゲゲケヮド蒜〛ァう敕ァゲゲケヮド
着敏ァㇱ ゲゴグスグケシァゲゲセケザァォァゴ04ァゴ膲ゴァオㇱ
╪ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケシァゲゴセザケァォァコ04ァゴ膲コァオㇱ
ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケシァゲザセゲザァㇱ

蹙鑚嘆旄ぇ埴ァㇱ ゲゴクスサァë咩璈璈みァ4/11怡滿籗檢殤ァコケケシァ炭秩
0ば嘆旄ぇ埴ァㇱ ゲサクケゲァ嘆闌璈璈眺ァ鰭爍籗襁⅘遊ァコケケサァ盆虜滿
彳抵ぇ埴ァㇱ ゲサクコゲァ轍団戻璈81徂健ァ鰭爍籗襁⅘遊ァコケケズァ4/11胥

璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺

徉）ァォガコクサァヮグヴオ 徉）ァォガゲクコァヮグヴオ

徉）ァォガゲクケァヮグヴオ

ヲァォヲヶモロリョリユュァャケ゚ァンユヴヶロヵオァセァ𥫣箐䅈癉瞟矞禍箆

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケシァゲゲセゲズセゲス

キ゚ァォキ゚リワュァモヴヴリヴヵオァセァ9徉理i
ヒァォヒヶモロリョリユュァャケ゚ァヱロモヤユオァセァ奭哲癉瞟矞禍箆
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ゲ04ゲ04ゲ04ゲ04 コ04コ04コ04コ04

奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i 奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
窂祊秖䇳璈箛𥮲磾 祊窂礥祊筿窂筿 窊种筕箛璈箛𥮲磾䇳 䆴箛䇳筿窂筿

ゲ ㇱゲゴケ 嘆歹璈⒠ ォァゴァオㇱ 襯樸遊蓧彳 ジ ㇱゲサクスシ ヒ ゲ ㇱココス ガ鴈璈ー槖 ォァゴァオㇱ 襁⅘遊蓧鰭 サ ㇱゲサクゴゴ ヒ
䈇种䇳璈祊磹穪 种篖䄅稛𥧔 礥礥窊种璈祊穙𥧔箛 磹𥫤䄅䅣磹

コ ㇱゲコス 燐戻璈⑼賣 ォァゴァオㇱ 赱戻褫蓧彳 サ ㇱゲサクズゴ ヒ コ ㇱココズ 彳ガ璈必斌 ォァゴァオㇱ 衷廉瞭蓧鰭 シ ㇱゲサクシジ ヒ
磹礥璈竴磾䇳 礥穪禴筤䇳 稛窊璈种筦篖䅈禡 穪䈇窂祊秖筦磾磹稸

ゴ ㇱザコス 衷楙璈徉槖 ォァゴァオㇱ う樅蓧庁 シ ㇱゲザクゲケ ヒ ゴ ㇱゲコズ も璈浗Û ォァゴァオㇱ わ嘆友瀧蓧彳 ジ ㇱゲサクジケ ヒ
竴秖稛璈禴磾𥫱磹 种䄅禩 祊䄅筕穪璈稛祊䆿箼 秇篖䈇磾

サ ㇱサコス ホゅ璈爲烋 ォァゴァオㇱ 瑟託蓧怡 ス ㇱゲザクココ ヲ サ ㇱコゴケ 飃鑚璈殘暈 ォァゴァオㇱ 樅繈蓧鰭 ス ㇱゲサクスジ ヲ
稛祊䅣璈种𥮲磾稛 种筕祧𥮲磾 筿筤篊䄅璈箛筦磾磹稸 祊筿

ザ ㇱザコズ 琄ゅ璈恂徂 ォァゴァオㇱ 託庁蓧庁 ゴ ㇱゲザクコジ ザ ㇱサゴケ 朞4璈翅瀧 ォァゴァオㇱ 琢蓧怡 ザ ㇱゲザクコゴ
䆿禕稸璈箛祲穪 𥫱磹秖𥮲磾䆿祘种 窂祊稛璈䆿穧穪种 穪磾䄅

シ ㇱサコズ ╆旅璈絆朝 ォァコァオㇱ 烋姙陬蓧怡 ザ ㇱゲザクサコ シ ㇱザゴケ 嘆ゅ璈48浗 ォァコァオㇱ 陬ä蓧庁 ゴ ㇱゲザクコゴ

奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
窊种筕箛璈箛𥮲磾䇳 䆴箛䇳筿窂筿

ゲ ㇱココス ガ鴈璈ー槖 ォァゴァオㇱ 襁⅘遊蓧鰭 サ ㇱゲサクゴザ
礥礥窊种璈祊穙𥧔箛 磹𥫤䄅䅣磹

コ ㇱココズ 彳ガ璈必斌 ォァゴァオㇱ 衷廉瞭蓧鰭 ザ ㇱゲサクサゴ
窂祊秖䇳璈箛𥮲磾 祊窂礥祊筿窂筿

ゴ ㇱゲゴケ 嘆歹璈⒠ ォァゴァオㇱ 襯樸遊蓧彳 シ ㇱゲサクシス
稛窊璈种筦篖䅈禡 穪䈇窂祊秖筦磾磹稸

サ ㇱゲコズ も璈浗Û ォァゴァオㇱ わ嘆友瀧蓧彳 ス ㇱゲサクジシ
䈇种䇳璈祊磹穪 种篖䄅稛𥧔

ザ ㇱゲコス 燐戻璈⑼賣 ォァゴァオㇱ 赱戻褫蓧彳 ジ ㇱゲサクジジ
祊䄅筕穪璈稛祊䆿箼 秇篖䈇磾

シ ㇱコゴケ 飃鑚璈殘暈 ォァゴァオㇱ樅繈蓧鰭 ゴ ㇱゲザクケコ
磹礥璈竴磾䇳 礥穪禴筤䇳

ジ ㇱザコス 衷楙璈徉槖 ォァゴァオㇱう樅蓧庁 ズ ㇱゲザクゲズ
竴秖稛璈禴磾𥫱磹 种䄅禩

ス ㇱサコス ホゅ璈爲烋 ォァゴァオㇱ瑟託蓧怡 コ ㇱゲザクコサ

0𦥯𦣪嘖0ば嘆旄餮f淋典テ彳抵璈絆琢レ臘癮使ァボゲゴザケゲジケゴマ 桎墓摩舢 樅旅璈瀕領
陬0〉滲漱瑰殺湊苗囮絆琢レ臘寢 ぇ埴端潰舢 挽ゅ璈軛疵

蒜〛ァう敕ァゲゲケヮド蒜〛ァう敕ァゲゲケヮド蒜〛ァう敕ァゲゲケヮド蒜〛ァう敕ァゲゲケヮド
着敏ァㇱ ゲゴグスグケシァゲゲセケザァォァゴ04ァゴ膲ゴァオㇱ
╪ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケシァゲゴセザケァォァコ04ァゴ膲コァオㇱ
ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケシァゲザセゲザァㇱ

蹙鑚嘆旄ぇ埴ァㇱ ゲゴクスサァë咩璈璈みァ4/11怡滿籗檢殤ァコケケシァ炭秩
0ば嘆旄ぇ埴ァㇱ ゲサクケゲァ嘆闌璈璈眺ァ鰭爍籗襁⅘遊ァコケケサァ盆虜滿
彳抵ぇ埴ァㇱ ゲサクコゲァ轍団戻璈81徂健ァ鰭爍籗襁⅘遊ァコケケズァ4/11胥

璻ァ╪ゃ眠ァ璺璻ァ╪ゃ眠ァ璺璻ァ╪ゃ眠ァ璺璻ァ╪ゃ眠ァ璺

徉）ァォガケクゲァヮグヴオ 徉）ァォガケクズァヮグヴオ

ヒァォヒヶモロリョリユュァャケ゚ァヱロモヤユオァセァ奭哲癉瞟矞禍箆
ヲァォヲヶモロリョリユュァャケ゚ァンユヴヶロヵオァセァ𥫣箐䅈癉瞟矞禍箆

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケシァゲサセケコセサゲ

璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケシァゲサセケコセサゲ

徉）ァォガゲクサァヮグヴオ
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ゲ04ゲ04ゲ04ゲ04 コ04コ04コ04コ04

奭哲 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i 奭哲 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i

ゲ ザ ㇱサシクゲス ヒァ彳抵赱 ゲ シ ㇱサジクココ ヒ
礥礥秖璈箛𥮲磾祘 秇篊璈窂礥䄅

ㇱコザコ 彳0璈吻邊 ォァコァオㇱ ㇱゲザコ 咩璈`Ⅷ ォァコァオㇱ
䇳穙筕穪璈筳磾筤 䇳穙窂祘璈筳磾䄅

ㇱコケゴ 隰鑚璈島稚 ォァゲァオㇱ ㇱゲザゴ 隰鯲璈島Ⅷ ォァゲァオㇱ
𥧔窂祊璈祊礐穧 磾礐䆴箐璈稛祲䇳

ㇱコザゴ 褫嘆璈麥 ォァゲァオㇱ ㇱゲザサ 琢淀璈苞槖 ォァゲァオㇱ
䇳穙筕穪璈稛祲筿 祊种䆴箐璈稊磾稛

ㇱコケシ 隰鑚璈苞溥 ォァコァオㇱ ㇱゲザザ 鞣淀璈徸徂 ォァコァオㇱ

コ シ ㇱサスクサシ コ ゴ ㇱサジクザゲ ヲ
筤窂祧璈秖𥮲磾秖 䈇种筁箐璈禡篖䅈禡

ㇱサザゲ 顰璈逎逗 ォァコァオㇱ ㇱコザジ 燐闌璈ヵ2/9 ォァコァオㇱ
礥礥筁箐璈稛穙䄅 磹䇳䅏䄅璈种篖秂

ㇱサザゴ 彳闌璈I̊ブ ォァゲァオㇱ ㇱコケゲ 超輸璈蹄煉 ォァゲァオㇱ
秇礐䄅璈䆿箼𥧔𥫤 磹䇳䅏䄅璈筤䅈磕䄅

ㇱサザサ 轍汀璈苞昿 ォァゲァオㇱ ㇱコザス 超輸璈爲軛 ォァゲァオㇱ
䆿祘种禕稸璈筳磾种 窊种𥧔璈禴磾䄅

ㇱササコ 陬旅璈被睚 ォァコァオㇱ ㇱコザズ ガ褫璈❶I̊ ォァコァオㇱ

ゴ ゴ ㇱサスクシサ ゴ ザ ㇱサスクゲズ ヲ
祊秇筁箐璈稛祲䄅 䇳礐祘篊璈禴磾稛箼磾

ㇱシシゴ 十八闌璈苞漾 ォァコァオㇱ ㇱサシゴ 縫滿璈⑵徂健 ォァコァオㇱ
磹穪磾璈筤䇳穪 穪祘篊璈稛磹秖筦

ㇱシケゲ 停ホ璈彳藁 ォァゲァオㇱ ㇱサケコ 陬滿璈彳Ⅷ ォァゲァオㇱ
筤䇳窂祊璈筳磾稛箼磾 䇳穙筁箐璈筳磾䅈禡

ㇱシシサ 樅嘆璈邊徂健 ォァゲァオㇱ ㇱサシサ 隰闌璈満迭 ォァゲァオㇱ
窂祊祘篊璈筳磾稛 䈇禴筤䇳璈䆿𥮲磾秂

ㇱシシザ 嘆滿璈邊徂 ォァコァオㇱ ㇱサシザ ⑰樅璈鰭竰 ォァコァオㇱ

サ コ ㇱサスクジゲ サ サ ㇱサスクコゴ
磕䄅璈筳磾祘 笮篖秖𥮲磾璈祊𥞩䄅

ㇱザザス 晧樶璈被2/9 ォァコァオㇱ ㇱシザジ 鑚燻璈瀧フ ォァコァオㇱ
䆴种窬璈筳磾穪 窂祊窬璈种𥮲磾

ㇱザザズ ㌍馮璈笂賣 ォァゲァオㇱ ㇱシザス 嘆馮璈梍 ォァゲァオㇱ
稛祊𥧔璈箛𥮲磾 筕箛礥祊璈䆿箼种

ㇱザシケ 珽褫璈⒠ ォァゲァオㇱ ㇱシザズ 鴈樸璈♤睚 ォァゲァオㇱ
篊稛窂笽璈禴磾䄅 磹禕稸璈窂窂筿

ㇱザシゲ ㎣類璈ʒ嫻 ォァコァオㇱ ㇱシシケ 衷旅璈宅⑼ ォァコァオㇱ

ザ サ ㇱサスクズサ ザ ジ ㇱサスクザス
篊秖䇳璈秇䄅𥮲磾 礥䅣璈䄅𥮲磾𥫱磹

ㇱゲザス 藁歹璈滓庁 ォァコァオㇱ ㇱザシサ 椌ゅ璈穡烋 ォァコァオㇱ
禴窹筤种璈磾䄅𥮲磾 筁箐稛璈窂礥䄅

ㇱゲザズ 椌霓璈良庁 ォァゲァオㇱ ㇱザシス 闌ゅ璈怡跚㋹ ォァゲァオㇱ
禴筕䅣璈稛祊穪 稛祊䆴种璈磹穙䄅

ㇱゲシケ ゐゅ璈椈賣 ォァゲァオㇱ ㇱザシジ 琄㌍璈Ⅷ ォァゲァオㇱ
䆿箐祊篊璈箛𥮲磾稛 秇磹祊篊璈禡磹稛

ㇱゲシゲ 烋滿璈張徂 ォァコァオㇱ ㇱザシザ _滿璈儕徂 ォァコァオㇱ

シ ジ ㇱザケクコシ シ コ ㇱザケクゲコ
禴䅣䇳璈筳磾 筿筁箐璈稛磹祘

ㇱゴシサ 姫ó璈笂 ォァコァオㇱ ㇱゴザス 六闌璈彳邊 ォァコァオㇱ
䇳礐䅣璈䇳秇穪 磕箐䄅璈䆴秖䇮

ㇱゴシザ 縫ゅ璈X朝 ォァゲァオㇱ ㇱゴザズ o鑵璈嫻 ォァゲァオㇱ
䅈祧筕穪璈筳磾䅈禡 稛䇳䄅璈箐磹䄅

ㇱゴシシ 閹鑚璈島張 ォァゲァオㇱ ㇱゴシケ ó18璈嵃サ ォァゲァオㇱ
窊种祊篊璈穪磾䇳 稛窂祊璈穪筕筤

ㇱゴシジ ガ滿璈賣{ ォァコァオㇱ ㇱゴシゲ ゅ嘆璈郛稚 ォァコァオㇱ

箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪

0𦥯𦣪嘖0ば嘆旄餮f淋典テ彳抵璈絆琢レ臘癮使ァボゲゴザケゲジケゴマ 桎墓摩舢 樅旅璈瀕領
陬0〉滲漱瑰殺湊苗囮絆琢レ臘寢 ぇ埴端潰舢 挽ゅ璈軛疵

徹旄烝ァう敕ァサク゚ゲケケヮビ徹旄烝ァう敕ァサク゚ゲケケヮビ徹旄烝ァう敕ァサク゚ゲケケヮビ徹旄烝ァう敕ァサク゚ゲケケヮビ 着敏ァㇱ ゲゴグスグケシァゲゴセゲザァォァゴ04ァゲ膲ザァオㇱ
ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケシァゲシセケザァㇱ

蹙鑚嘆旄ぇ埴ァㇱ サコクジジァ襯不籗ゅ浚籗鯏籗㊪もァ03歹籗ɔ芦0忠ァコケケサァ貉歹
0ば嘆旄ぇ埴ァㇱ サゴクコシァ樅旅籗琢淀籗ガゅ籗ガ滿ァ❸ミ籗ゅ琢ァコケゲゲァ謷𥧔《
彳抵ぇ埴ァㇱ サシクコザァブ坿籗眠朗籗秒鑵籗過鑵ァ彳悗籗亢痀睼痝癮08ァコケゲケァ㋹濯衷梛

璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺

稸籞筁隣 稸籞筁隣
祊禴祘篊 䆿箐祊稛窊

盆虜滿蓧鰭 霏跏忠蓧彳

穪磾䅣磹秖祘祲礐篖 笮篖稛筕篖

陬彳梛旄囮蓧怡 鑚彌し蓧鰭

稛祊笮 种䄅禩

珽XIII蓧❸ 瑟託蓧怡

禴磾䈇磾 稊磾䈇磾

〉繈蓧庁 陸リ蓧❸

祊篊箐秖𥮲磾 箐祲窂篖竴稕祲

芦淀姙蓧彳 ㎲遊榻榧蓧庁

筿窂笽 磹篊穧

遊使蓧藁 檢箆蓧藁
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ゴ04ゴ04ゴ04ゴ04

奭哲 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i

ゲ ゴ ㇱサジクゴジ ヒ
稛稸窹窂璈祊磹

ㇱシザコ ㎝璈⑼ ォァコァオㇱ
䇳䈎筤䇳璈祊禡䈎

ㇱシケコ 炭樅璈81 ォァゲァオㇱ
稛祊䆴种璈稊磾

ㇱシザゴ 珽㌍璈徸 ォァゲァオㇱ
䈇种祊篊璈筳磾穪

ㇱシザサ 燐滿璈▅朝 ォァコァオㇱ

コ シ ㇱサジクサシ ヲ
礥礥稛窊璈筕穪䄅

ㇱコシサ 彳も璈焙 ォァコァオㇱ
秇窐䄅璈禩篖䄅

ㇱコシコ 轍ネ璈═㋹ ォァゲァオㇱ
禴稛窊璈𥞴窂

ㇱコシゴ 椌も璈け耨 ォァゲァオㇱ
窊种礥璈稊磾稛

ㇱコシゲ ガ楙璈徸徂 ォァコァオㇱ

ゴ サ ㇱサスクゲシ ヲ
筤䇳禕稸璈穟䈎䄅

ㇱサザジ 樅旅璈äI̊ ォァコァオㇱ
秇窂䅣璈祊磹穪

ㇱサザス zゅ璈⑼賣 ォァゲァオㇱ
䇳穙窂祘璈种𥮲磾秂

ㇱサザズ 隰鯲璈81煉 ォァゲァオㇱ
䇳䅈𥧔璈䄅𥮲磾𥫱磹

ㇱサシケ 驢褫璈穡烋 ォァコァオㇱ

サ ザ ㇱサスクゲジ ヲ
稛穟磹种璈䆴筤穪

ㇱザザコ コú璈蘂朝 ォァコァオㇱ
窂祘𥧔璈禡磹䅈禡

ㇱザザゴ 鯲褫璈埀張 ォァゲァオㇱ
禴窹筤种璈稛祊䆿禴

ㇱザザザ 椌霓璈彳ミ疵 ォァゲァオㇱ
䄅稛筁箐璈磹穙䄅

ㇱザザジ 戻闌璈Ⅷ ォァコァオㇱ

ザ ジ ㇱサズクザザ
䅈𥞩䄅璈筳磾穪

ㇱゴザコ 過鑵璈2/9賣 ォァコァオㇱ
礥礥𥧔璈种篖稛箼磾

ㇱゴザゴ 彳褫璈逡徂健 ォァゲァオㇱ
窂祊筕穪璈䈇磾𥫱磹

ㇱゴザサ 嘆鑚璈♤烋 ォァゲァオㇱ
祊䄅磾稸璈䇳秇䄅

ㇱゴザザ 奚不璈飄Ⅷ ォァコァオㇱ

シ コ ㇱザケクケケ
笮箛磾稸璈䇳秇筤

ㇱゲシコ 嬪不璈邊佗 ォァコァオㇱ
䈇窬祲箐璈箛𥮲磾䅈禡

ㇱゲシゴ う頓璈迭張 ォァゲァオㇱ
䆿箐稛璈䆴䈎穪

ㇱゲシジ 烋ゅ璈邯朝 ォァゲァオㇱ
磹窐窹种箛璈磕穙穪

ㇱゲシザ oǍ璈㊫朝 ォァコァオㇱ

稸籞筁隣
筿窂祲稸

靱旅蓧❸

磕箛𥧔䄅稛

鐚褫戻蓧鰭

祊种䆴箐

㈲淀蓧怡

箐祲笮祲

㎲戻蓧庁

祊筿穪篖䅣

琢枡ゅ蓧藁

磹窹箐䄅窊种

ヲァォヲヶモロリョリユュァャケ゚ァンユヴヶロヵオァセァ𥫣箐䅈癉瞟矞禍箆
彳抵赱ァセァ彳抵赱ぇ埴

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケシァゲゴセコスセゲサ

83鑵ガ蓧彳

ヒァォヒヶモロリョリユュァャケ゚ァヱロモヤユオァセァ奭哲癉瞟矞禍箆
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桎墓摩舢
ぇ埴端潰舢

着敏ァㇱ

ゃ眠ァㇱ

ゲ04ゲ04ゲ04ゲ04
奭哲 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i

ゲ ザ ㇱサザクジサ 彳抵赱
礥礥秖璈箛𥮲磾祘

ㇱコザコ 彳0璈吻邊 ォァコァオㇱ
䇳穙筕穪璈筳磾筤

ㇱコケゴ 隰鑚璈島稚 ォァゲァオㇱ
𥧔窂祊璈祊礐穧

ㇱコザゴ 褫嘆璈麥 ォァゲァオㇱ
䇳穙筕穪璈稛祲筿

ㇱコケシ 隰鑚璈苞溥 ォァコァオㇱ

コ サ ㇱサシクズサ
稛稸窹窂璈祊磹

ㇱシザコ ㎝璈⑼ ォァコァオㇱ
䇳䈎筤䇳璈祊禡䈎

ㇱシケコ 炭樅璈81 ォァゲァオㇱ
稛祊䆴种璈稊磾

ㇱシザゴ 珽㌍璈徸 ォァゲァオㇱ
䈇种祊篊璈筳磾穪

ㇱシザサ 燐滿璈▅朝 ォァコァオㇱ

ゴ ジ ㇱサジクゲズ
礥礥稛窊璈筕穪䄅

ㇱコシサ 彳も璈焙 ォァコァオㇱ
秇窐䄅璈禩篖䄅

ㇱコシコ 轍ネ璈═㋹ ォァゲァオㇱ
禴稛窊璈𥞴窂

ㇱコシゴ 椌も璈け耨 ォァゲァオㇱ
窊种礥璈稊磾稛

ㇱコシゲ ガ楙璈徸徂 ォァコァオㇱ

サ ズ ㇱサジクコゲ
䈇种筁箐璈禡篖䅈禡

ㇱコザジ 燐闌璈ヵ2/9 ォァコァオㇱ
磹䇳䅏䄅璈种篖秂

ㇱコケゲ 超輸璈蹄煉 ォァゲァオㇱ
磹䇳䅏䄅璈筤䅈磕䄅

ㇱコザス 超輸璈爲軛 ォァゲァオㇱ
窊种𥧔璈禴磾䄅

ㇱコザズ ガ褫璈❶I̊ ォァコァオㇱ

ザ シ ㇱサジクシゴ
秇篊璈窂礥䄅

ㇱゲザコ 咩璈`Ⅷ ォァコァオㇱ
䇳穙窂祘璈筳磾䄅

ㇱゲザゴ 隰鯲璈島Ⅷ ォァゲァオㇱ
磾礐䆴箐璈稛祲䇳

ㇱゲザサ 琢淀璈苞槖 ォァゲァオㇱ
祊种䆴箐璈稊磾稛

ㇱゲザザ 鞣淀璈徸徂 ォァコァオㇱ

シ ス ㇱサジクスケ
筤䇳禕稸璈穟䈎䄅

ㇱサザジ 樅旅璈äI̊ ォァコァオㇱ
秇窂䅣璈祊磹穪

ㇱサザス zゅ璈⑼賣 ォァゲァオㇱ
䇳穙窂祘璈种𥮲磾秂

ㇱサザズ 隰鯲璈81煉 ォァゲァオㇱ
䇳䅈𥧔璈䄅𥮲磾𥫱磹

ㇱサシケ 驢褫璈穡烋 ォァコァオㇱ

ジ コ ㇱサスクザズ
稛穟磹种璈䆴筤穪

ㇱザザコ コú璈蘂朝 ォァコァオㇱ
窂祘𥧔璈禡磹䅈禡

ㇱザザゴ 鯲褫璈埀張 ォァゲァオㇱ
禴窹筤种璈稛祊䆿禴

ㇱザザザ 椌霓璈彳ミ疵 ォァゲァオㇱ
䄅稛筁箐璈磹穙䄅

ㇱザザジ 戻闌璈Ⅷ ォァコァオㇱ

ギ ゴ ヅヒ ビゲ
䇳礐祘篊璈禴磾稛箼磾

ㇱサシゴ 縫滿璈⑵徂健 ォァコァオㇱ
穪祘篊璈稛磹秖筦

ㇱサケコ 陬滿璈彳Ⅷ ォァゲァオㇱ
䇳穙筁箐璈筳磾䅈禡

ㇱサシサ 隰闌璈満迭 ォァゲァオㇱ
䈇禴筤䇳璈䆿𥮲磾秂

ㇱサシザ ⑰樅璈鰭竰 ォァコァオㇱ

箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪

0𦥯𦣪嘖0ば嘆旄餮f淋典テ彳抵璈絆琢レ臘癮使ァボゲゴザケゲジケゴマ 樅旅璈瀕領
陬0〉滲漱瑰殺湊苗囮絆琢レ臘寢ァボコザゴケサケマ 挽ゅ璈軛疵

徹旄烝ァう敕ァサク゚ゲケケヮビ徹旄烝ァう敕ァサク゚ゲケケヮビ徹旄烝ァう敕ァサク゚ゲケケヮビ徹旄烝ァう敕ァサク゚ゲケケヮビ ゲゴグスグケシァゲゴセゲザァォァゴ04ァゲ膲ザァオㇱ
ゲゴグスグケシァゲシセケザァㇱ

蹙鑚嘆旄ぇ埴ァㇱ サコクジジァ襯不籗ゅ浚籗鯏籗㊪もァ03歹籗ɔ芦0忠ァコケケサァ貉歹
0ば嘆旄ぇ埴ァㇱ サゴクコシァ樅旅籗琢淀籗ガゅ籗ガ滿ァ❸ミ籗ゅ琢ァコケゲゲァ謷𥧔《

彳抵ぇ埴ァㇱ サシクゲスァ彳0籗隰鑚籗褫嘆籗隰鑚ァ鰭爍籗盆虜滿ァコケゲゴァ漱瑰

璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺

稸籞筁隣
祊禴祘篊

盆虜滿蓧鰭

筿窂祲稸

靱旅蓧❸

磕箛𥧔䄅稛

鐚褫戻蓧鰭

笮篖稛筕篖

鑚彌し蓧鰭

䆿箐祊稛窊

霏跏忠蓧彳

祊种䆴箐

㈲淀蓧怡

箐祲笮祲

㎲戻蓧庁

种䄅禩

瑟託蓧怡

ヅヒァォヅリヴヒヶモロリョリユュオァセァ徙駟
ビゲァセァォゲオ藘䕃薁籗蕻䕃蘑蛃䕃籗𦿷蛃䕃蛁通弸𤹪蘑蛃藙蛁蘑蛑𦿸痮瘓
彳抵赱ァセァ彳抵赱ぇ埴

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケジァケスセゴケセゲケ
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ゲ04ゲ04ゲ04ゲ04 コ04コ04コ04コ04

奭哲 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i 奭哲 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i

ゲ ザ ㇱサゴクシス ヒ ゲ ザ ㇱササクザコ ヒ
䇳䅈䅣璈禡磹䅈禡 祊篊祊穙璈禴磾䈇磾

ㇱサケズ ぬゅ璈埀巽 ォァゴァオㇱ ㇱザジズ 滿眠璈㋽リ ォァゴァオㇱ
稛祊磾箐璈箛𥮲磾秖 磹窹箐䄅璈穙祊秇

ㇱサゲゲ 琄⒐璈吻領 ォァゴァオㇱ ㇱザゲゲ 83鑵璈領 ォァゴァオㇱ
秇祊磹璈种筦篖䅈禡 磹窹箐䄅璈䆴秖䇮

ㇱサシジ 寫璈浗2/9 ォァゴァオㇱ ㇱザジス 83鑵璈匹 ォァゴァオㇱ
磾稸䅣璈祊禡䈎 礐篖穵磾璈种筦磾𥫱磹

ㇱサゴゲ 不ゅ璈檟 ォァゴァオㇱ ㇱザジシ 巢ホ璈殘烋 ォァゴァオㇱ

コ コ ㇱササクジゴ ヲ コ サ ㇱササクザジ ヲ
穪筿窂祘璈稛祲筤 磹稸𥧔璈䇳䆿箼

ㇱシジコ 侮鯲璈`ë ォァゴァオㇱ ㇱコジケ 滲褫璈{徑 ォァゴァオㇱ
䆿箼𥞴璈禡篖穪 磹䇳窊种璈筳磾稛

ㇱシジゴ 猝朗璈ヵ朝 ォァゴァオㇱ ㇱコゲサ 超ガ璈被徂 ォァゴァオㇱ
筤𥧔璈䆿箼䄅 稛祊䆴种璈稛祲䇳

ㇱシコズ ë褫璈暈Ⅷ ォァゴァオㇱ ㇱコシジ 珽㌍璈苞{ ォァコァオㇱ
礥礥秇䄅璈筳磾䄅 秇篊璈窂礥䄅

ㇱシジサ 彳殤璈邊ブ ォァゴァオㇱ ㇱコケス 咩璈`Ⅷ ォァゴァオㇱ

ゴ ゴ ㇱササクズケ ヲ ゴ ゴ ㇱササクスコ ヲ
磕䄅筤䇳璈筿窂穪 祲䅈筕穪璈筳磾穪

ㇱザジゲ 52樅璈遊⑼朝 ォァゴァオㇱ ㇱゴジケ 黔鑚璈笂朝 ォァゴァオㇱ
祊篊窂筿璈禴磾䄅 䄅筁箐璈窂礥䄅

ㇱザゲケ 滿窗璈肘ä ォァゴァオㇱ ㇱゴケス 鑵闌璈`Ⅷ ォァゴァオㇱ
窂祊筁箐璈稛磹䄅 窂䈎𥞴璈稛祊筳䄅

ㇱザジゴ 嘆闌璈ᆨä ォァゴァオㇱ ㇱゴコス 耨朗璈翅断 ォァゴァオㇱ
礥祊筕穪璈礐磹 稛禡筕穪璈稛穙筤

ㇱザジケ 樸鑚璈48 ォァゴァオㇱ ㇱゴケザ ワ鑚璈ニ稚 ォァコァオㇱ

サ サ ㇱササクズサ サ シ ㇱサザクケズ
磹种筁箐璈种筦篖 篊䅣璈箵礥

ㇱコジジ ú闌璈浗 ォァコァオㇱ ㇱサジザ 藁ゅ璈#跚 ォァコァオㇱ
稛秖䇳璈穪篊 䆴种筕穪璈筳磾磹稸

ㇱコジス ゅ歹璈ɔ藁 ォァゴァオㇱ ㇱサジゲ ㌍鑚璈ゝ瀧 ォァゴァオㇱ
稛祊䆴种璈筳磾䄅 穪䅣璈秇穪种

ㇱコジズ 珽㌍璈縢ä ォァコァオㇱ ㇱサジコ 胥ゅ璈ヵ睚 ォァゴァオㇱ
礥秌䄅璈𥧔稕筿 礐篖穵磾璈窂礥筤

ㇱコスケ 楙殤璈鑒曚 ォァゴァオㇱ ㇱサケサ 巢ホ璈`瓧 ォァコァオㇱ

ザ シ ㇱササクズシ ザ コ ㇱサザクコズ
䆴种筕穪璈䇳䄅 礥磹种璈𥧔稕筁

ㇱゲジコ ㌍鑚璈{ä ォァコァオㇱ ㇱゲジス 楙ú璈鑒 ォァゴァオㇱ
磹𥞩筿璈祊𥞩穪 祊篊䆴稛璈筳磾筤

ㇱゲゲゴ 菟璈瀧賣 ォァゴァオㇱ ㇱゲジズ 滿は璈邊佗 ォァゴァオㇱ
窂祊窊种璈䆿箼䄅 䈇种䅣璈䇳䆿箼

ㇱゲジサ 嘆ガ璈暈Ⅷ ォァゴァオㇱ ㇱゲスケ 燐ゅ璈{苞 ォァコァオㇱ
礥秌䄅璈磹祲筁 祊禩筤䇳璈穪筕䆿箼

ㇱゲジゴ 楙殤璈楯屠 ォァコァオㇱ ㇱゲスゲ 邃樅璈グ熏 ォァコァオㇱ

シ ジ ㇱサシクケシ シ ジ ㇱサザクゴシ
竴䈎祊篊璈禴磾𥫱磹 笮箛磹璈䆴䈎䄅

ㇱゴスコ 虜滿璈邇烋 ォァゴァオㇱ ㇱシジズ 嬪楝璈輳㋹ ォァゴァオㇱ
磾礐䅣璈筳磾䄅 竴祲筤䇳璈䇳秇穪

ㇱゴスゴ 琢ゅ璈島漾 ォァゴァオㇱ ㇱシケジ 03樅璈け朝 ォァゴァオㇱ
礥礥磾箐璈稛穙䄅 秇秇䄅璈稛祲筿

ㇱゴスサ 彳⒐璈ニ姙 ォァコァオㇱ ㇱシスケ 轍璙鑵璈苞⑼ ォァゴァオㇱ
䇳礐祊篊璈筳磾䅣磹 䆿箐稛璈穙䈇种

ㇱゴゲゲ 縫滿璈邊彳 ォァゴァオㇱ ㇱシジス 烋ゅ璈豊 ォァゴァオㇱ

貭耨蓧藁 疵馮遊蓧❸

𥫤篖𥞴磹 䆿禴窬筿窂筿

亢痀睼痝癮08蓧彳 轍衷梛蓧彳

秇祲筤禴𥧔䆴窂 秇磹穧箐

烋樸蓧鰭 徃X戻蓧怡

䆿箐礥祊 穟篖箛䄅稛

ガ𥧔庁蓧庁 琢枡ゅ蓧藁

窊种𥧔䄅𥮲磾 祊筿穪篖䅣

疵馮嘆徑蓧❸ 痏睼疷瞭蓧鰭

䆿禴窬稸筦磾礥磾 禡筤䄅䅣磹

め輩蓧怡 秩樸蓧庁

0ば嘆旄ぇ埴ァㇱ サコクズシァ樅旅籗琢淀籗ガゅ籗ガ滿ァ❸ミ籗ゅ琢ァコケゲゲァ謷𥧔《
彳抵ぇ埴ァㇱ サゴクゲズァ朞褫籗眠朗籗秒鑵籗墫衷ァ彳悗籗亢痀睼痝癮08ァコケゲコァ拓雄

璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺

稸籞筁隣 稸籞筁隣
磾窬竌 祊䇮礥祊

蒜〛ァう敕ァサク゚ゲケケヮビ蒜〛ァう敕ァサク゚ゲケケヮビ蒜〛ァう敕ァサク゚ゲケケヮビ蒜〛ァう敕ァサク゚ゲケケヮビ 着敏ァㇱ ゲゴグスグケジァゲケセケケァォァゴ04ァゲ膲ザァオㇱ
ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケジァゲザセゲケァㇱ

蹙鑚嘆旄ぇ埴ァㇱ サコクジジァ襯不籗ゅ浚籗鯏籗㊪もァ03歹籗ɔ芦0忠ァコケケサァ貉歹

箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪

0𦥯𦣪嘖0ば嘆旄餮f淋典テ彳抵璈絆琢レ臘癮使ァボゲゴザケゲジケゴマ 桎墓摩舢 樅旅璈瀕領
陬0〉滲漱瑰殺湊苗囮絆琢レ臘寢ァボコザゴケサケマ ぇ埴端潰舢 挽ゅ璈軛疵
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ゴ04ゴ04ゴ04ゴ04

奭哲 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i

ゲ サ ㇱササクコサ ヒ
磹禡䅣璈𥞴磹穪

ㇱゲジケ 《ゅ璈グ朝 ォァゴァオㇱ
稛窂祊璈筳磾䆿

ㇱゲケジ ゅ嘆璈島81 ォァゴァオㇱ
䄅稛筁箐璈祊𥞩䄅

ㇱゲシス 戻衛璈瀧Ⅷ ォァコァオㇱ
䈇种䇳璈祊磹穪

ㇱゲシズ 燐戻璈⑼賣 ォァゴァオㇱ

コ シ ㇱササクゴザ ヲ
窂祊𥧔璈穪筕筳䄅

ㇱコジゲ 嘆褫璈郛断 ォァゴァオㇱ
䄅种璈稛穙筤

ㇱコジコ 櫟璈ニ稚 ォァゴァオㇱ
磹稊秌䄅璈筳磾䄅

ㇱコジゴ 1/7殤璈2/9Ⅷ ォァゴァオㇱ
种箐磹璈筳磾稛

ㇱコジサ ɔ衷璈迭＝ ォァゴァオㇱ

ゴ ザ ㇱササクズジ
穙稸窂祘璈筳磾筤

ㇱゴジシ 圓鯲璈笂ë ォァゴァオㇱ
磹磹筁箐璈䇳窂穪

ㇱゴゲケ 拄闌璈{違賣 ォァゴァオㇱ
礥秌䄅璈箵礥

ㇱゴゲゴ 楙殤璈#ブ ォァゴァオㇱ
磹穵秇禴璈筿𥞩笮

ㇱゴケシ 衷胥Ǐ璈ç賭 ォァコァオㇱ

サ ゴ ㇱサザクケコ
筤䇳礥祊璈竴筿稸祊

ㇱシゲゴ 樅樸璈糧浪 ォァゴァオㇱ
窊种秌篊璈禴磾䄅

ㇱシシス ガ咩璈苗漾 ォァゴァオㇱ
祊篊秇䄅璈秇穪种

ㇱシケザ 滿殤璈郛糧 ォァコァオㇱ
磹磹䅣璈禡篖稛

ㇱシゲケ 拄ゅ璈把徂 ォァゴァオㇱ

ザ コ ㇱサザクゲシ
禴秖䇳璈箛𥮲磾𥫱磹

ㇱサシズ 椌歹璈フ烋 ォァゴァオㇱ
穪种䇳璈禡篖穪

ㇱサゴズ 胥浚璈把朝 ォァゴァオㇱ
筿稸祘筿璈祊𥞩筤

ㇱサゲサ 暑琢璈藁稚 ォァゴァオㇱ
䈇禴筤䇳璈秇穪种

ㇱサゲケ ⑰樅璈そ ォァゴァオㇱ

シ ジ ㇱサザクコサ
秇穪筿璈穪筕筤

ㇱザスゴ 裘コ璈鐔佗 ォァゴァオㇱ
稛窊禕稸璈禴磾稛箼磾

ㇱザスザ も旅璈z徂健 ォァコァオㇱ
筕穪窊种璈筳磾秖

ㇱザスサ 鑚ガ璈被絨 ォァコァオㇱ
磾礐䅣璈稛祲筿

ㇱザスコ 琢ゅ璈冶 ォァゴァオㇱ

ヲァォヲヶモロリョリユュァャケ゚ァンユヴヶロヵオァセァ𥫣箐䅈癉瞟矞禍箆

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケジァゲケセゲザセサゴ

ホ鴈蓧庁

ヒァォヒヶモロリョリユュァャケ゚ァヱロモヤユオァセァ奭哲癉瞟矞禍箆

枡邊遊蓧怡

竴秖𥧔筕箛

摩⒈戻蓧❸

穪筿礥筿窂筿

ガ4蓧藁

窂祘䆴䇳䄅稛

鐚褫戻蓧鰭

窊种篊䄅

赱戻褫蓧彳

磕箛𥧔䄅稛

稸籞筁隣
种篖䄅稛𥧔
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桎墓摩舢
ぇ埴端潰舢

着敏ァㇱ

ゃ眠ァㇱ

ゲ04ゲ04ゲ04ゲ04
奭哲 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i

ゲ ザ ㇱサゴクサジ
䇳䅈䅣璈禡磹䅈禡

ㇱサケズ ぬゅ璈埀巽 ォァゴァオㇱ
稛祊磾箐璈箛𥮲磾秖

ㇱサゲゲ 琄⒐璈吻領 ォァゴァオㇱ
秇祊磹璈种筦篖䅈禡

ㇱサシジ 寫璈浗2/9 ォァゴァオㇱ
磾稸䅣璈祊禡䈎

ㇱサゴゲ 不ゅ璈檟 ォァゴァオㇱ

コ シ ㇱサゴクズケ
䆴筤种璈䆿箼稸祊

ㇱゲスゴ 霓璈勹併 ォァゴァオㇱ
稛窂祊璈筳磾䆿

ㇱゲケジ ゅ嘆璈島81 ォァゴァオㇱ
䄅稛筁箐璈祊𥞩䄅

ㇱゲシス 戻衛璈瀧Ⅷ ォァコァオㇱ
䈇种䇳璈祊磹穪

ㇱゲシズ 燐戻璈⑼賣 ォァゴァオㇱ

ゴ ス ㇱササクコジ
磹稸𥧔璈䇳䆿箼

ㇱコジケ 滲褫璈{徑 ォァゴァオㇱ
磹䇳窊种璈筳磾稛

ㇱコゲサ 超ガ璈被徂 ォァゴァオㇱ
稛祊䆴种璈稛祲䇳

ㇱコシジ 珽㌍璈苞{ ォァコァオㇱ
秇篊璈窂礥䄅

ㇱコケス 咩璈`Ⅷ ォァゴァオㇱ

サ サ ㇱササクゴコ
祊篊祊穙璈禴磾䈇磾

ㇱザジズ 滿眠璈㋽リ ォァゴァオㇱ
磹窹箐䄅璈穙祊秇

ㇱザゲゲ 83鑵璈領 ォァゴァオㇱ
磹窹箐䄅璈䆴秖䇮

ㇱザジス 83鑵璈匹 ォァゴァオㇱ
礐篖穵磾璈种筦磾𥫱磹

ㇱザジシ 巢ホ璈殘烋 ォァゴァオㇱ

ザ ジ ㇱササクザズ
窂祊𥧔璈穪筕筳䄅

ㇱコジゲ 嘆褫璈郛断 ォァゴァオㇱ
䄅种璈稛穙筤

ㇱコジコ 櫟璈ニ稚 ォァゴァオㇱ
磹稊秌䄅璈筳磾䄅

ㇱコジゴ 1/7殤璈2/9Ⅷ ォァゴァオㇱ
种箐磹璈筳磾稛

ㇱコジサ ɔ衷璈迭＝ ォァゴァオㇱ

シ ズ ㇱササクジゲ
穪筿窂祘璈稛祲筤

ㇱシジコ 侮鯲璈`ë ォァゴァオㇱ
䆿箼𥞴璈禡篖穪

ㇱシジゴ 猝朗璈ヵ朝 ォァゴァオㇱ
筤𥧔璈䆿箼䄅

ㇱシコズ ë褫璈暈Ⅷ ォァゴァオㇱ
礥礥秇䄅璈筳磾䄅

ㇱシジサ 彳殤璈邊ブ ォァゴァオㇱ

ジ ゴ ㇱササクジサ
磕䄅筤䇳璈筿窂穪

ㇱザジゲ 52樅璈遊⑼朝 ォァゴァオㇱ
祊篊窂筿璈禴磾䄅

ㇱザゲケ 滿窗璈肘ä ォァゴァオㇱ
窂祊筁箐璈稛磹䄅

ㇱザジゴ 嘆闌璈ᆨä ォァゴァオㇱ
礥祊筕穪璈礐磹

ㇱザジケ 樸鑚璈48 ォァゴァオㇱ

ス コ ㇱササクスゲ
祲䅈筕穪璈筳磾穪

ㇱゴジケ 黔鑚璈笂朝 ォァゴァオㇱ
䄅筁箐璈窂礥䄅

ㇱゴケス 鑵闌璈`Ⅷ ォァゴァオㇱ
窂䈎𥞴璈稛祊筳䄅

ㇱゴコス 耨朗璈翅断 ォァゴァオㇱ
稛禡筕穪璈稛穙筤

ㇱゴケザ ワ鑚璈ニ稚 ォァコァオㇱ

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケジァゲザセゲスセザゴ

祊筿穪篖䅣

琢枡ゅ蓧藁

窊种𥧔䄅𥮲磾

ガ𥧔庁蓧庁

䆿禴窬稸筦磾礥磾

疵馮嘆徑蓧❸

磕箛𥧔䄅稛

鐚褫戻蓧鰭

祊䇮礥祊

秩樸蓧庁

禡筤䄅䅣磹

痏睼疷瞭蓧鰭

种篖䄅稛𥧔

赱戻褫蓧彳

璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺

稸籞筁隣
磾窬竌

め輩蓧怡

蹙鑚嘆旄ぇ埴ァㇱ サコクジジァ襯不籗ゅ浚籗鯏籗㊪もァ03歹籗ɔ芦0忠ァコケケサァ貉歹

0ば嘆旄ぇ埴ァㇱ サコクズシァ樅旅籗琢淀籗ガゅ籗ガ滿ァ❸ミ籗ゅ琢ァコケゲゲァ謷𥧔《

彳抵ぇ埴ァㇱ サゴクゲズァ朞褫籗眠朗籗秒鑵籗墫衷ァ彳悗籗亢痀睼痝癮08ァコケゲコァ拓雄

箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪

0𦥯𦣪嘖0ば嘆旄餮f淋典テ彳抵璈絆琢レ臘癮使ァボゲゴザケゲジケゴマ 樅旅璈瀕領
陬0〉滲漱瑰殺湊苗囮絆琢レ臘寢ァボコザゴケサケマ 挽ゅ璈軛疵
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祲磾䆴箐璈稛祲筤 祊篖䄅

驂淀璈苞稚ォァゴァオ 4/11燐蓧鰭

筿稕祊篊璈窂礥稛祊 秇祘

◥滿璈`沺ォァゴァオ 泪飮蓧庁

礥䅣璈箛䄅 䆴窂䅣

れゅ璈本ォァゴァオ 08ゅ蓧鰭

穟箐秇篊璈箛𥮲磾 筕箛筤䇳䄅稛

梛㌫璈吻ォァゴァオ 晤樅戻蓧❸

磕磹祊篊璈稛穙䄅 𥧔穪祘篊

b滿璈ニäォァゴァオ 1ɔ滿蓧❸

磾稸䅣璈祊禡䈎 磾窬竌

不ゅ璈檟ォァゴァオ め輩蓧怡

穙䅣璈稛磹𥞴磹 磹窹箐䄅窊种

㎆ゅ璈彳矛ォァゴァオ 83鑵ガ蓧彳

䈇种祊篊璈穪种䄅 磹稸箛穙筕箛筤䇳

燐滿璈梹漾ォァゴァオ 滲コ晤樅蓧❸

礥祘篊璈秖筦篖笪磹 礥礥礐

椌滿璈迈烋ォァゴァオ 彳霤蓧庁

禴窹种祘篊璈禴磾䄅 磹篊穧䅣磹窊

椌㌍滿璈躪漾ォァゴァオ 檢箆0忠蓧藁

䄅筁箐璈穪筕筤 䆿祘种磾秖

鑵闌璈離佗ォァゴァオ 陬晝汲蓧庁

穙稸筤璈箛𥮲磾䇳 礥磾秖

┝榮璈塀槖ォァゴァオ õ梛蓧怡

稛窂祊璈种𥮲磾䇳 磕禡祘篊

ゅ嘆璈81槖ォァゴァオ 銷滿蓧彳

窂祊䆴箐璈稛箼磾 祊篊磹䅣磹窊

嘆淀璈＝鐺ォァゴァオ 芦淋0忠蓧怡

䇳礐䅣璈祊禡䈎 秇祲筤禴𥧔䆴窂

縫ゅ璈81ォァゴァオ 亢痀睼痝癮08蓧彳

䄅𥧔种稛璈筳磾䄅 𥫤篖𥞴磹

鑵託璈邊フォァゴァオ 貭耨蓧藁

磕䅣稸璈种篖筤 祲䅈筿

晧署璈逡稚ォァコァオ 黔コ蓧藁

秖𥮲磾祊祧璈䇳秇稛祊 磕禴磾䆿祘种

琢羡璈譏翅ォァゴァオ ₁XIII陬蓧鰭

箛秌䈎穪箛秌䈎穪箛秌䈎穪箛秌䈎穪

ⅺ¥ 蒜〛ァう敕ァǍ珽4ァゃ眠 鑢蹙籗迯庖
コケゲゴグスグジ

桎墓摩 彳縫璈郛稚
明慱迯庖璈ァゲケセケケァ璈02嫡迯庖璈璈ゲゲセゴケ

レ臘抵隣 0𦥯𦣪嘖0ば嘆旄餮f淋典テ彳抵璈絆琢レ臘癮使ァボゲゴザケゲジケゴマ 絆誘隣 ❸ミ絆琢レ臘誘抵ァボコザマ ぇ埴端潰 挽ゅ璈軛疵

レ臘寢隣 陬0〉滲漱瑰殺湊苗囮絆琢レ臘寢ァボコザゴケサケマ 端柏嗹典隣 0ば嘆旄餮典テ’Q ぇ埴芻疆桎墓佻嬪褫璈豎敕

バンュク ハヰク レ臘k隣 脉榧

ぼ臘

鏘珽ぇ埴ㇱゲクズゴ 奭哲 癧珵 賠iㇱゲクシザ ㇱゲクジケ ㇱゲクジザ ㇱゲクスケ ㇱゲクスザ ㇱゲクスス ㇱゲクズゲ

ジ ㇱコゴゲ ギ ギ ヰ ク゚ク゚ギ ヰ ク゚ヰ ヰ ク゚ク゚ク゚ ㇱゲクズゲ ゲ

ス ㇱザゴゲ ギ ヰ ヰ ヰ ク゚ク゚ク゚ ㇱゲクスケ コ

ゲサ ㇱコゴコ ギ ギ ヰ ヰ ク゚ク゚ク゚ ㇱゲクスケ コ

ゲザ ㇱシゴコ ヰ ヰ ヰ ヰ ク゚ク゚ク゚ ㇱゲクスケ コ

コ ㇱシゴゲ ヰ ヰ ヰ ク゚ヰ ク゚ク゚ク゚ ㇱゲクスケ ケ ザ

ザ ㇱサゴゲ ギ ヰ ク゚ヰ ク゚ヰ ク゚ク゚ク゚ ㇱゲクスケ ゲ シ

ゴ ㇱゲゴゲ ギ ヰ ク゚ヰ ク゚ク゚ヰ ク゚ク゚ク゚ ㇱゲクスケ ジ

ゲケ ㇱシゴゴ ヰ ヰ ヰ ク゚ク゚ク゚ ㇱゲクジザ ス

ゲゴ ㇱザゴゴ ギ ヰ ヰ ク゚ク゚ク゚ ㇱゲクジザ ス

ゲス ㇱゴゴゲ ヰ ヰ ヰ ク゚ク゚ク゚ ㇱゲクジザ ス

シ ㇱザゴコ ヰ ヰ ク゚ヰ ク゚ク゚ク゚ ㇱゲクジザ ケ ゲゲ

ゲジ ㇱサゴゴ ヰ ヰ ク゚ヰ ク゚ク゚ク゚ ㇱゲクジザ ケ ゲゲ

ゲゲ ㇱゲゴコ ヰ ク゚ク゚ヰ ク゚ヰ ク゚ク゚ク゚ ㇱゲクジザ コ ゲゴ

ゲコ ㇱサゴコ ギ ク゚ヰ ク゚ク゚ヰ ク゚ク゚ク゚ ㇱゲクジザ ゲサ

ゲシ ㇱゲゴゴ ヰ ク゚ク゚ヰ ク゚ク゚ク゚ ㇱゲクジケ ゲザ

サ ㇱゴゴコ ク゚ク゚ヰ ク゚ク゚ク゚ ㇱゲクシザ ゲシ

ズ ㇱゴゴゴ ク゚ク゚ク゚ ハノ

ゲ ㇱコゴゴ

ギ

ヅハピ ギ

ヅハピァォヅリュァハヰヵァピヵモンヵオァセァ靭寢

⓸ァセァ緖亦ぼ臘

臃ァセァ窾䅈

栾ァセァ鐚亦

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケジァゲゲセザゴセコゴ
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蝙コァセァ彳抵赱ぇ埴𤩍蹙鑚赱ぇ埴𤺋癁睘賠i屢砅母ぁ痮瘳ぇ評瘃矞璒

ハノァォハヰァノモンレヴオァセァぇ埴緖痮

- 30 -



緖亦

ぼ臘豬

筤䇳䅣璈䆿箼䄅 祊䅈筿䅣磹磹稸

樅ゅ璈ʒブォァゴァオ 椻撤0瀧蓧鰭

稛禡筕穪璈礐磹䅈禡 种箼筤䇳

ワ鑚璈é張ォァゴァオ 姙樅蓧❸

竴祲窂祘璈箛𥮲磾稛 稸筦磾𥞩

03鯲璈吻徂ォァゴァオ 嘆端蓧❸

祲笯璈禩篖稛 䈇穵祘篊

団鴇璈═徂ォァゴァオ ⒣滿蓧彳

磹𥧔磾礐璈稛祊磕䄅 磹窹箐䄅窊种

衷琢璈フ軛ォァゴァオ 83鑵ガ蓧彳

祊篊祲笯璈穪筕䆿箼 箐祲笮祲

滿団鴇璈離雄ォァゴァオ ㎲戻蓧庁

磹窐磹璈䆿箼䄅 䆴箛䇳筿窂筿

蓄璈雄フォァゴァオ 襁⅘遊蓧鰭

禴䄅稛璈䇳秇䄅 稸筦磾𥞩

椌戻璈梍äォァゴァオ 嘆端蓧❸

禴秖䇳璈穪筕𥧔箛 磾𥞩䇳秇

椌歹璈î曚ォァゴァオ 徂72蓧庁

种筿𥞩璈筳磾䇳 䈇穵祘篊

⎬靱璈被槖ォァゴァオ ⒣滿蓧彳

窂祊𥧔璈穪筕筤 祊稛种礥

辻褫璈離瓧ォァゴァオ 6岑蓧怡

礥祊筕穪璈穪筕䆿箼 稛篊箐筕穪

樸鑚璈郛暈ォァゴァオ ゅ淀鑚蓧怡

窊种璈穟穙礥 䄅篖䅣磹篊祊筤䇳

ガ璈俛ブォァコァオ 0彳藁辿樅蓧藁

䈇窬䅣璈筳磾穪 稛篊箐筕穪

うゅ璈笂朝ォァゴァオ ゅ淀鑚蓧怡

竴秖䆿箐璈窂礥䄅 秇祘

ホ烋璈`äォァゴァオ 泪飮蓧庁

䄅祲稸璈祊𥞩稛祊 䄅篖䅣磹篊祊筤䇳
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ㇱㇱ ㇱゲゲクスゲ ギケクサㇱ ゲシギケクサㇱ ㇱㇱ ㇱㇱサ ㇱザサコ ㇱゲゲクスゲ ギケクサㇱ ㇱゲゲクシコ ガケクゴㇱ ㇱ⓸ ㇱㇱ ㇱゲゲクスゲ

ㇱㇱ ㇱゲゲクスシ ガゲクジㇱ ゲザガゲクジㇱ ㇱㇱ ㇱㇱゲシ ㇱゴサケ ㇱ⓸ ㇱㇱ ㇱゲゲクスシ ガゲクジㇱ ㇱ⓸ ㇱㇱ ㇱゲゲクスシ

ㇱㇱ ㇱゲゲクスス ギケクサㇱ ゲサギケクサㇱ ㇱㇱ ㇱㇱコ ㇱササコ ㇱ⓸ ㇱㇱ ㇱ⓸ ㇱㇱ ㇱゲゲクスス ギケクサㇱ ㇱゲゲクスス

ㇱㇱ ㇱゲコクケザ ガゲクズㇱ ゲゴガゲクズㇱ ㇱㇱ ㇱㇱザ ㇱゴサコ ㇱゲコクケザ ガゲクズㇱ ㇱゲゲクサザ ガゲクズㇱ ㇱゲゲクジゲ ガケクスㇱ ㇱゲコクケザ

ㇱㇱ ㇱゲコクゲゲ ガケクズㇱ ゲコガケクズㇱ ㇱㇱ ㇱㇱゴ ㇱシサコ ㇱゲゲクスゴ ㇱケクケㇱ ㇱゲコクゲゲ ガケクズㇱ ㇱゲコクケシ ガケクザㇱ ㇱゲコクゲゲ

ㇱㇱ ㇱゲコクサケ ガケクサㇱ ゲゲガケクサㇱ ㇱㇱ ㇱㇱジ ㇱササゲ ㇱゲコクサケ ガケクサㇱ ㇱゲコクコス ガゲクサㇱ ㇱゲゲクスス ガゲクスㇱ ㇱゲコクサケ

ㇱㇱ ㇱゲコクサゲ ガゲクゲㇱ ゲケガゲクゲㇱ ㇱㇱ ㇱㇱゲ ㇱゲサゲ ㇱゲコクサゲ ガゲクゲㇱ ㇱ⓸ ㇱㇱ ㇱゲゲクザコ ガゲクケㇱ ㇱゲコクサゲ

ㇱㇱ キ゚ㇱゲコクシケ ガコクサㇱ ズガコクサㇱ ㇱㇱ ㇱㇱゲケ ㇱコサケ ㇱ⓸ ㇱㇱ ㇱゲコクシケ ガコクサㇱ ㇱ⓸ ㇱㇱ ㇱゲコクシケ

ㇱ⓸ ㇱㇱ ㇱゲコクシコ ガゲクコㇱ スガゲクコㇱ コ ㇱゲコクゴシ ギケクザㇱ ㇱゲコクコジ ガコクザㇱ

苗ィセゲコクザスォケクサオ

シ ㇱコサコ ㇱゲコクザケ ガケクズㇱ ㇱゲコクシコ ガゲクコㇱ ㇱゲゲクズザ ガケクゲㇱ ㇱゲコクシコ

ㇱゲコクゴコ ガゲクサㇱ キ゚ㇱゲコクシズ ガゴクゲㇱ ジガゴクゲㇱ ゴ ㇱゲゲクジケ ガゲクコㇱ ㇱゲコクゴゲ ガケクゴㇱゲゴ ㇱゲサコ ㇱゲコクザス ガケクサㇱ ㇱゲコクシズ ガゴクゲㇱ ㇱゲコクゴシ ガケクサㇱ ㇱゲコクシズ

ㇱゲコクジザ ガケクジㇱ ㇱゲコクジザ ガケクジㇱ シガゲクズㇱ ゲ ㇱ⓸ ㇱㇱ ㇱゲコクザシ ガケクゴㇱ

苗ィセゲコクザスォギケクジオ

ス ㇱシサゲ ㇱゲコクシコ ガゲクズㇱ ㇱゲコクサジ ガゲクジㇱ ㇱゲコクゲシ ガゲクズㇱ ㇱゲコクシコ

ㇱゲコクザス ギケクジㇱ キ゚ㇱゲコクスケ ガコクゴㇱ ザガコクゴㇱ サ ㇱゲコクゲゲ ガコクスㇱ ㇱ⓸ ㇱㇱゲサ ㇱコサゲ ㇱゲコクゴコ ガゲクズㇱ ㇱゲコクジゴ ガコクザㇱ ㇱゲコクスケ ガコクゴㇱ ㇱゲコクスケ

ㇱゲコクザザ ガゲクサㇱ ㇱゲコクスゲ ガコクケㇱ サガコクケㇱ ザ ㇱゲコクサケ ガコクジㇱ ㇱゲコクサコ ガゲクシㇱゲザ ㇱササケ ㇱゲコクスゲ ガコクケㇱ ㇱゲコクスゲ ガゴクシㇱ ㇱゲコクサゲ ギケクゲㇱ ㇱゲコクスゲ

ㇱゲコクズジ ガゴクコㇱ ㇱゲゴクゴサ ガコクケㇱ ゴガコクケㇱ シ ㇱゲゴクゲズ ガゲクサㇱ ㇱゲゴクケケ ㇱケクケㇱ

苗ィセゲゴクサゴォゲクズオ

ゲジ ㇱシサケ ㇱ⓸ ㇱㇱ ㇱ⓸ ㇱㇱ ㇱゲゴクゴサ ガコクケㇱ ㇱゲゴクゴサ

ㇱゲゴクサゴ ガゲクズㇱ キ゚ㇱゲゴクザケ ガコクゴㇱ コガコクゴㇱ ジ ㇱ⓸ ㇱㇱ ㇱ⓸ ㇱㇱ

苗ィセゲゴクサゴォケクザオ

ゲス ㇱザサケ ㇱゲゴクサズ ガコクジㇱ ㇱゲゴクサズ ガコクズㇱ ㇱゲゴクザケ ガコクゴㇱ ㇱゲゴクザケ

ㇱ⓸ ㇱㇱ キ゚ㇱゲゴクザザ ガゴクズㇱ ゲガゴクズㇱ ス ㇱゲゴクサゴ ガケクザㇱ ㇱゲゴクゲス ガゲクスㇱ

シ

ズ ㇱゲサケ ㇱゲゴクコサ ガゲクゴㇱ ㇱゲゴクザザ ガゴクズㇱ ㇱゲゴクコゴ ガゲクゴㇱ ㇱゲゴクザザ
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穪穖𥫣ス

ぼ臘奭

磹禡祘篊璈䆿箼种 䅈𥞩箐篖䅣磹

《滿璈雄糧ォァゴァオ 過㏄瞭蓧鰭

秇篊𥧔璈䈇种䇳秇 稛秖箛

咩褫璈ょ邊ォァゴァオ ゅ椹蓧彳

磕礥䄅璈禡磹穪 筳祊篊

倀鑵璈怙賣ォァゴァオ ▏滿蓧藁

䇳穙䅣璈窂礥筤 磹祲种篖

隰ゅ璈`佗ォァゴァオ テデ蓧庁

窂祊筤䇳璈筤䅈䇳秇 𥞴篖箛礥祊

嘆樅璈倐梍ォァゴァオ 幽裘奪蓧彳

穪筿稛璈筳磾𥫱磹 种祊䇳稸筦磾𥫤

侮ゅ璈笂烋ォァゴァオ 捴⅘嘆使蓧鰭

䅈祧筕穪璈禡磹秂 穙禩

閹鑚璈儕竰ォァゴァオ 楯2/7蓧怡

篊祊筤䇳璈穟穙筤 竴种筿

40樅璈俛稚ォァゴァオ 堤コ蓧庁

磹篊穪璈禴磾𥫱磹 稊𥧔䅣䆿祘种

檢胥璈斟烋ォァゴァオ 囮ゅ陬蓧鰭

种筕磾箐璈䆿箼䄅 筤䇳稕礐

託⒐璈彳äォァコァオ 樅⎨蓧怡

窂祊筁箐璈筳磾𥞴磹 𥞴磹穪祲

嘆闌璈迭逎ォァゴァオ け盂蓧❸

筳祘筿璈䇳秇穪 䆿祘种䈇穵

▏琢璈け朝ォァゴァオ 陬⒣蓧彳

䇳穙䅣璈禴磾䄅 祊种篊窹箐

隰ゅ璈豊äォァゴァオ 鞣淀蓧❸

䇳䅈䅣璈窂礥䄅 禴磾䈇磾

崢ゅ璈`Ⅷォァコァオ 肘繈蓧怡

礥祲䅣璈䅣磹䄅 笮篖秖𥮲磾

恃ゅ璈彳Ⅷォァゴァオ 鑚燻蓧庁

祲䅈穵磾璈稛祊筕穪 礐䅈筿

黔嬶璈翅匹ォァゴァオ 〉撤蓧藁

稛䇳䄅璈箛祲 稛磹𥞴磹

ó18璈絆ォァゴァオ 彳耨蓧藁

穵磹璈箛𥮲磾筤 䆴稸䇳篖

圓楝璈#稚ォァコァオ 秒瀲蓧❸
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ㇱズクスサ

ゲジ

ズ ㇱシサザ ㇱズクサシ ㇱズクスコ ㇱズクスサ

ゲシ

ㇱズクスサ

ㇱゲゲクケケ

ゲス

ゲゲ ㇱゴサザ ㇱゲケクスス ㇱゲゲクケケ ㇱ⓸ ㇱゲゲクケケ

ㇱゲゲクザザシ ㇱゴササ ㇱゲケクスサ ㇱゲゲクゴコ ㇱゲゲクザザ ㇱゲゲクザザ

ㇱゲゲクスコ ゲザ

ゲサ

コ ㇱザサザ ㇱゲゲクシズ ㇱゲゲクザス ㇱゲゲクスコ ㇱゲゲクスコ

ㇱゲゲクスゴ ㇱゲゲクスゴ

ㇱゲコクケシ ゲゴ

ゴ ㇱササザ ㇱゲゲクシコ ㇱ⓸ ㇱゲゲクスゴ

サ ㇱシササ ㇱゲゲクゲズ ㇱゲコクケシ ㇱゲゲクゲケ ㇱゲコクケシ

ㇱゲコクケズ ゲコ

ゲゲ

ザ ㇱゲサザ ㇱ⓸ ㇱゲゲクケゲ ㇱゲコクケズ ㇱゲコクケズ

ㇱゲコクコズ ㇱゲコクコズ

ㇱゲコクササ ゲケ

ゲザ ㇱシサゴ ㇱゲコクケズ ㇱゲコクコズ ㇱゲゲクジサ

ゲサ ㇱササゴ ㇱゲゲクサザ ㇱゲコクコシ ㇱゲコクササ ㇱゲコクササ

ㇱゲコクシゴ ズ

ス

ゲ ㇱコサザ ㇱゲコクゲゲ ㇱゲコクシゴ ㇱゲコクザズ ㇱゲコクシゴ

ㇱゲコクスゴ ゲ ㇱゲコクシコ ㇱ⓸ ㇱゲコクササ ㇱゲコクスゴ

ㇱゲコクスサ ㇱゲゴクゲコ ジ

ゲジ ㇱザササ ㇱゲゲクゴケ ㇱゲコクシシ ㇱゲコクスゴ

ゲコ ㇱサササ ㇱゲコクゴケ ㇱゲコクスザ ㇱゲゴクゲコ ㇱゲゴクゲコ サ ㇱ⓸ ㇱゲコクサコ

ㇱゲコクスジ ㇱゲゴクコゲ ㇱゲゴクケゴ ㇱゲゴクコゲ シ

ザ

ス ㇱコササ ㇱゲコクケゴ ㇱゲコクシゴ ㇱゲコクズザ ㇱゲコクズザ コ

ㇱゲコクズス ゴ ㇱ⓸ ㇱゲゴクゴゲ ㇱゲゴクザコ ㇱゲゴクザコ

ㇱゲゴクササ ㇱゲゴクシゲ サ

ゲゴ ㇱゲサゴ ㇱゲゲクゴケ ㇱゲコクズゴ ㇱゲコクズス

ゲケ ㇱザサゴ ㇱゲゴクケス ㇱゲゴクザコ ㇱゲゴクシゲ ㇱゲゴクシゲ シ ㇱゲゴクコサ ㇱゲゴクケゲ

ㇱゲゴクザシ ㇱゲゴクサシ ㇱ⓸ ㇱゲゴクシジ ゴ

コ

ゲシ ㇱゴサゴ ㇱゲコクスズ ㇱゲゴクゴス ㇱゲゴクシジ ㇱゲゴクシジ ジ

ㇱゲゴクサゲ ザ ㇱゲサクゲザ ㇱ⓸ ㇱ⓸ ㇱゲサクゲザ

ㇱゲサクジケ ㇱゲザクケズ ゲ

ジ ㇱゲササ ㇱゲコクジス ㇱゲゲクシサ ㇱゲゴクサゲ

シ

ゲス ㇱコサゴ ㇱゲサクジス ㇱ⓸ ㇱゲザクケズ ㇱゲザクケズ ス ㇱ⓸ ㇱ⓸

ぼ臘
鏘珽ぇ埴 奭哲 癧珵 賠i

ゲ コ ゴ サ ザ
バンュク ハヰク レ臘k隣 脉榧

ぼ臘
ゴ嘖癮鏘珽ぇ埴

レ臘寢隣 陬0〉滲漱瑰殺湊苗囮絆琢レ臘寢ァボコザゴケサケマ 端柏嗹典隣 0ば嘆旄餮典テ’Q ぇ埴芻疆桎墓佻 恃闌璈郛敕

彳㌍璈け瀧
明慱迯庖璈ァゲゴセケケァ璈02嫡迯庖璈璈ゲゴセザス

レ臘抵隣 0𦥯𦣪嘖0ば嘆旄餮f淋典テ彳抵璈絆琢レ臘癮使ァボゲゴザケゲジケゴマ 絆誘隣 ❸ミ絆琢レ臘誘抵ァボコザマ ぇ埴端潰 挽ゅ璈軛疵

箛秌䈎穪箛秌䈎穪箛秌䈎穪箛秌䈎穪

ⅺ¥ 蒜〛ァう敕ァĒ炭舐ザレァゃ眠 鑢蹙籗迯庖
コケゲゴグスグジ

桎墓摩

- 34 -



穪穖𥫣ス

ぼ臘奭

䆿箼稛璈磕筳筁 稛磹种窊种

猝ゅ璈賭彗ォァゴァオ 徂敕ガ蓧鰭

磕䇳𥧔璈䅣磹䄅 䆴箛䇳筿窂筿

徃褫璈彳äォァゴァオ 襁⅘遊蓧鰭

䆿箐窹筤种璈祊𥞩䄅 祊稛祧䆴箐

烋霓璈瀧漾ォァゴァオ ⑱淀蓧庁

秇禴篖璈䆿箼䄅 秇篖箛𥮲磾

滓0璈♤Ⅷォァゴァオ 濯ⅲ蓧彳

禴秖䇳璈䄅䈇窂箛 䆴箛䇳筿窂筿

姫歹璈⎬耨ォァゴァオ 襁⅘遊蓧鰭

䇳穙筕穪璈箛𥮲磾稛 䇳穙筁种

隰鑚璈フ徂ォァゴァオ 隰㌗蓧彳

筤䇳䅣璈筳磾䅈禡 窂祘礥祊秇篖

樅ゅ璈鐚張ォァゴァオ 摩樸濯蓧庁

䆴筤种璈禡磹筤 礐䅈筿

霓璈駮稚ォァゴァオ 〉撤蓧藁

䆴稛祘篊璈种𥮲磾磹稸 稛磹𥞴磹

瀲滿璈81瀧ォァゴァオ 彳耨蓧藁

䈇禴筤䇳璈秖筦篖 种䄅禩

⑰樅璈伀ォァゴァオ 瑟託蓧怡

秇篖稛璈稛磹䄅 礥礥磾䅣

濯ゅ璈豎äォァゴァオ 彳晝榆蓧怡

䅈祧筕穪璈禴磾𥫱磹 穙稸筤䇳

閹鑚璈み烋ォァゴァオ 圓樅蓧❸

磹禡䅣璈稛磹稸 磕秌磹

《ゅ璈徂瀧ォァゴァオ ☎衷蓧❸

祲箼祊篊璈䇳秇种 种𥮲磾穪祲

鰶滿璈梍睚ォァゴァオ ゆ盂蓧庁

穪竌祊篊璈箛𥮲磾祘 稛䇳稕𥧔

愔滿璈ー邊ォァコァオ ó囮蓧❸

䆿箐稛璈稛磹稸 篊䅣磹竴稕祲

烋ゅ璈ᆨ瀧ォァゴァオ 藁彳榻榧蓧藁

䆴稛窂祊璈筳磾䅈禡 筤䇳稕礐

は嘆璈迭跳ォァゴァオ 樅⎨蓧怡

穙窹䄅璈种𥮲磾䇳 䆿祘种磕竌禴

麈璈81{ォァゴァオ 陬耿旛敕蓧彳

箛秌䈎穪箛秌䈎穪箛秌䈎穪箛秌䈎穪

ⅺ¥ 蒜〛ァう敕ァ付U舐ゲクザレァゃ眠 鑢蹙籗迯庖
コケゲゴグスグシ

桎墓摩 彳㌍璈け瀧
明慱迯庖璈ァゲケセゴケァ璈02嫡迯庖璈ァゲゲセザゲァ璈

レ臘抵隣 0𦥯𦣪嘖0ば嘆旄餮f淋典テ彳抵璈絆琢レ臘癮使ァボゲゴザケゲジケゴマ 絆誘隣 ❸ミ絆琢レ臘誘抵ァボコザマ ぇ埴端潰 挽ゅ璈軛疵

レ臘寢隣 陬0〉滲漱瑰殺湊苗囮絆琢レ臘寢 端柏嗹典隣 0ば嘆旄餮典テ’Q ぇ埴芻疆桎墓佻 恃闌璈郛敕

バンュク ハヰク レ臘k隣 脉榧
ぼ臘

ゴ嘖癮鏘珽ぇ埴
ぼ臘

鏘珽ぇ埴 奭哲 癧珵 賠i
ゲ コ ゴ サ ザ シ

コ ㇱコサシ ㇱゴズクサゴ ㇱゴザクズゴ ㇱゴジクコゴ ㇱゴズクサゴ ジ ㇱ⓸ ㇱササクゴズ ㇱゴスクサザ ㇱササクゴズ ゲ

ジ ㇱコサジ ㇱゴシクシコ ㇱサケクケケ ㇱサケクズサ ㇱサケクズサ ス ㇱゴジクスジ ㇱゴズクケズ ㇱ⓸ ㇱサケクズサ コ

ゲゲ ㇱザサシ ㇱゴコクスズ ㇱゴサクズジ ㇱゴザクザザ ㇱゴザクザザ コ ㇱコシクゲサ ㇱゴザクケジ ㇱゴズクゴゴ ㇱゴズクゴゴ ゴ

ズ ㇱゲサシ ㇱ⓸ ㇱゴコクゲゲ ㇱゴシクズザ ㇱゴシクズザ シ ㇱゴシクゲケ ㇱゴゴクジシ ㇱゴスクサジ ㇱゴスクサジ サ

ゲゴ ㇱコサス ㇱゴザクシス ㇱゴコクジサ ㇱゴシクザケ ㇱゴシクザケ ザ ㇱゴジクザズ ㇱゴジクコシ ㇱゴスクケス ㇱゴスクケス ザ

ゴ ㇱゲサス ㇱ⓸ ㇱゴコクジザ ㇱゴシクゲズ ㇱゴシクゲズ サ ㇱゴザクコサ ㇱゴシクゴゴ ㇱゴジクゲケ ㇱゴジクゲケ シ

ザ ㇱザサジ ㇱゴコクズケ ㇱゴザクスザ ㇱゴザクサシ ㇱゴザクスザ ゴ ㇱゴコクジゴ ㇱゴザクシザ ㇱゴゴクケス ㇱゴザクスザ ジ

ス ㇱゴサス ㇱゴゴクゲシ ㇱコスクコケ ㇱゴサクズゲ ㇱゴサクズゲ ゲ ㇱゴサクズサ ㇱゴゴクゲジ ㇱゴゴクスザ ㇱゴサクズサ ス

ゲジ ㇱゴサシ ㇱ⓸ ㇱゴコクゲシ ㇱゴサクササ ㇱゴサクササ ㇱゴサクササ ズ

ゲザ ㇱササス ㇱゴゴクコジ ㇱゴゲクスズ ㇱゴサクコケ ㇱゴサクコケ ㇱゴサクコケ ゲケ

サ ㇱササシ ㇱ⓸ ㇱゴコクシシ ㇱゴゲクスス ㇱゴコクシシ ㇱゴコクシシ ゲゲ

シ ㇱシサシ ㇱ⓸ ㇱゴゲクココ ㇱコゴクスズ ㇱゴゲクココ ㇱゴゲクココ ゲコ

ゲシ ㇱシサス ㇱ⓸ ㇱゴケクジシ ㇱ⓸ ㇱゴケクジシ ㇱゴケクジシ ゲゴ

ゲサ ㇱザサス ㇱ⓸ ㇱコサクシズ ㇱコズクズケ ㇱコズクズケ ㇱコズクズケ ゲサ

ゲコ ㇱシサジ ㇱコズクシザ ㇱコズクスス ㇱ⓸ ㇱコズクスス ㇱコズクスス ゲザ

ゲ ㇱゴサジ ㇱ⓸ ㇱコズクザス ㇱ⓸ ㇱコズクザス ㇱコズクザス ゲシ

ゲケ ㇱササジ ㇱコズクゴサ ㇱコズクコサ ㇱ⓸ ㇱコズクゴサ

ゲス ㇱゲサジ ㇱ⓸ ㇱ⓸ ㇱ⓸ ギ

ゲジㇱコズクゴサ
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鑢蹙籗迯庖 桎墓摩
レ臘寢隣 ぇ埴端潰

絆誘隣 ぇ埴芻疆桎墓佻

バンュク ハヰク レ臘k隣 脉榧 ゲゲケヮド Ē炭舐 Ǎ珽4 サケケヮ 淋ヴ癧珵 奭哲 賠i
礥祲筤䇳璈筳磾䄅 䆴箛䇳筿窂筿 ㇱゲザクシザァォㇱケクケオ ㇱゲゲクゲシ ㇱゲクジス ㇱザサクゲシ
恃樅璈ゝ㋹ォァゴァオ 襁⅘遊蓧鰭 ジジゴァボジジゴマ ザザシァボゲゴコズマ シゲケァボゲズゴズマ シゴゴァボコザジコマ
种筿𥞩璈稛磹䄅 祊篖䄅 ㇱゲザクジジァォガケクズオ ㇱゲコクケス ㇱゲクジケ ㇱザゴクスス
⎬靱璈彳84ォァゴァオ 4/11燐蓧鰭 ジザズァボジザズマ シゲゲァボゲゴジケマ ザササァボゲズゲサマ シサザァボコザザズマ
筕箛禕稸璈箛𥮲磾筤 䆿箐祊稛䈇篖 ㇱゲザクサスァォㇱケクケオ ㇱゲコクゴコ ㇱゲクジケ ㇱザザクゴジ
鴈旅璈ビ稚ォァゴァオ 霏跏嗔蓧彳 ジズコァボジズコマ シコシァボゲサゲスマ ザササァボゲズシコマ ザスサァボコザサシマ
窂祊筁箐璈禴磾𥫱磹 稊𥧔䅣 ㇱゲザクスザァォガゲクゲオ ㇱゲゲクサコ ㇱゲクジザ ㇱザサクサケ
嘆闌璈邇烋ォァゴァオ 囮ゅ蓧鰭 ジザケァボジザケマ ザジゲァボゲゴコゲマ ザスザァボゲズケシマ シコゴァボコザコズマ
磹篊筕穪璈穪种䄅 祊窂篖 ㇱゲザクジゴァォガケクズオ ㇱゲゲクシケ ㇱゲクスサ ㇱザジクコジ
檢鑚璈îⅧォァゴァオ 芦遊蓧彳 ジシゴァボジシゴマ ザスコァボゲゴサザマ シシゲァボコケケシマ ザゲゲァボコザゲジマ
䅈𥞩䄅璈祊穙筤 稛祊笮 ㇱゲザクジジァォガケクズオ ㇱゲケクゲサ ㇱゲクスゲ ㇱザザクシサ
過鑵璈眠稚ォァゴァオ 珽XIII蓧❸ ジザズァボジザズマ サズサァボゲコザゴマ シゴシァボゲススズマ ザジゴァボコサシコマ
磹篊秇䄅璈种𥮲磾䇳 穪磾䄅 ㇱゲシクゴケァォㇱケクケオ ㇱゲコクゴコ ㇱゲクジケ ㇱザシクケシ
檢殤璈梍{ォァゴァオ 陬ä蓧庁 シズズァボシズズマ シコシァボゲゴコザマ ザササァボゲスシズマ ザザジァボコサコシマ
稛窹稛璈祊磹穪 秇筤䇳筿窂筿 ㇱゲザクスゲァォガゲクゲオ ㇱゲゲクスゴ ㇱゲクシケ ㇱザサクスジ
ゅは璈⑼賣ォァゴァオ ‡樅遊蓧彳 ジザサァボジザサマ ザズシァボゲゴザケマ サシサァボゲスゲサマ シケサァボコサゲスマ
筤䇳䅣璈䇳秇筤 窂祘礥祊 ㇱゲシクケコァォガケクズオ ㇱゲコクケジ ㇱゲクシザ ㇱザシクゲザ
樅ゅ璈邊稚ォァゴァオ 摩樸蓧庁 ジゴケァボジゴケマ シゲゲァボゲゴサゲマ ザケサァボゲスサザマ ザザゴァボコゴズスマ
䈇种祊篊璈磹穙䄅 穪磾䅣磹秖祘祲礐篖 ㇱゲシクケズァォㇱケクケオ ㇱゲケクザサ ㇱゲクジス ㇱザジクゲス
燐滿璈Ⅷォァゴァオ 陬彳梛旄囮蓧怡 ジコゴァボジコゴマ ザゲスァボゲコサゲマ シゲケァボゲスザゲマ ザゲサァボコゴシザマ
祊筿䆴箐璈穙窹秇 禴磾𥞴磹 ㇱゲザクスズァォㇱケクケオ ㇱゲゲクシケ ㇱゲクシケ ㇱザジクザシ
4/11淀璈bォァゴァオ っガ蓧❸ ジサザァボジサザマ ザスコァボゲゴコジマ サシサァボゲジズゲマ ザケケァボココズゲマ
礥祊秌䄅璈禴磾䄅 祊筿穪篖䅣 ㇱゲジクシゴァォガケクズオ ㇱゲケクスジ ㇱゲクジザ ㇱザシクサシ
樸ɲ璈肘漾ォァゴァオ 琢枡ゅ蓧藁 ザシケァボザシケマ ザゴスァボゲケズスマ ザスザァボゲシスゴマ ザサゲァボコココサマ
䈇种䅣璈种筦磾筤 筳磕秇 ㇱゲシクジゴァォㇱケクケオ ㇱゲゲクゴジ ㇱゲクザザ ㇱザザクシズ
燐ゅ璈鞨稚ォァゴァオ ▏☎蓧藁 シザゴァボシザゴマ ザシスァボゲココゲマ サコシァボゲシサジマ ザジゲァボココゲスマ
䈇种礥祊璈秇穪磹 筤祧 ㇱゲジクゴスァォガゲクゲオ ㇱズクケシ ㇱゲクシケ ㇱザサクサジ
燐樸璈綯ォァゴァオ 秒鑵蓧怡 ザスザァボザスザマ サコズァボゲケゲサマ サシサァボゲサジスマ シコケァボコケズスマ
磹䇳笽穖𥫣璈禡磹䅈磹 穙稸筤䇳 ㇱゲジクサザァォガゲクゲオ ㇱゲケクゴス ㇱゲクサザ ㇱザジクゲゴ
超慕燔璈㍔靱ォァコァオ 圓樅蓧❸ ザジスァボザジスマ ザケスァボゲケスシマ ゴザコァボゲサゴスマ ザゲシァボゲズザサマ
筤窂祧璈秖𥮲磾秖 穪磾䅣磹秖祘祲礐篖 ㇱゲジクサザァォガケクズオ ㇱスクケゲ ㇱゲクザケ ㇱザジクジケ
顰璈逎逗ォァコァオ 陬彳梛旄囮蓧怡 ザジスァボザジスマ ゴシジァボズサザマ ゴスズァボゲゴゴサマ サズザァボゲスコズマ
磹穪磾璈禴磾种 窊种篊䄅 ㇱゲスクサシァォガゲクゲオ ㇱスクザズ ㇱゲクサザ ㇱザスクシコ
停ホ璈暈Nォァコァオ ガ4蓧藁 サスゲァボサスゲマ サケゲァボススコマ ゴザコァボゲコゴサマ サシゲァボゲシズザマ
䆴稛璈礐磹秖筦 祊稛祧䆴箐 ㇱゲズクシスァォガゲクゲオ ヅハピ ヅハピ
ヨ璈餃Ⅷォァゴァオ ⑱淀蓧庁 ゴジザァボゴジザマ ギァボギマ ギァボギマ 璈璈璈璈ボ璈璈璈璈マ

箛秌䈎穪箛秌䈎穪箛秌䈎穪箛秌䈎穪

ⅺ¥ 蒜〛ァう敕ァ嗔ⅺレ臘ァゃ眠 コケゲゴグスグシ 鴈鑚璈軈⑵
レ臘抵隣 0𦥯𦣪嘖0ば嘆旄餮f淋典テ彳抵璈絆琢レ臘癮使ァボゲゴザケゲジケゴマ 陬0〉滲漱瑰殺湊苗囮絆琢レ臘寢 挽ゅ璈軛疵
端柏嗹典隣 0ば嘆旄餮典テ’Q ❸ミ絆琢レ臘誘抵ァボコザマ 閹鑚凅瀧健

ゲ ㇱコサズ ㇱコザジコ ゲ

サ ㇱコザゲ ㇱコザザズ コ

ザ ㇱゲサズ ㇱコザサシ ゴ

コ ㇱコザケ ㇱコザコズ サ

シ ㇱゲザケ ㇱコザゲジ ザ

ゲコ ㇱシザケ ㇱコサシコ シ

ゴ ㇱザサズ ㇱコサコシ ジ

ス ㇱゲザゲ ㇱコサゲス ス

ゲゲ ㇱザザゲ ㇱコゴズス ズ

ジ ㇱササズ ㇱコゴシザ ゲケ

ズ ㇱシサズ ㇱココズゲ ゲゲ

ゲサ ㇱゴザケ ㇱコココサ ゲコ

ゲゴ ㇱゴサズ ㇱココゲス ゲゴ

ゲザ ㇱサザケ ㇱコケズス ゲサ

ゲシ ㇱシザゲ ㇱゲズザサ ゲザ

ゲジ ㇱサザゲ ㇱゲスコズ ゲシ

ゲス ㇱゴザゲ ㇱゲシズザ ゲジ
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桎墓摩舢
ぇ埴端潰舢

ゲ04ゲ04ゲ04ゲ04
奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 癧珵 賠i

筕箛禕稸璈箛𥮲磾筤 䆿箐祊稛䈇篖

ゲ ㇱゲサズ 鴈旅璈ビ稚 ォァゴァオㇱ 霏跏嗔蓧彳 ゴ ㇱゲザクサス ジズコ
礥祲筤䇳璈筳磾䄅 䆴箛䇳筿窂筿

コ ㇱコサズ 恃樅璈ゝ㋹ ォァゴァオㇱ 襁⅘遊蓧鰭 ジ ㇱゲザクシザ ジジゴ
祊筿䆴箐璈穙窹秇 禴磾𥞴磹

ゴ ㇱシサズ 4/11淀璈b ォァゴァオㇱ っガ蓧❸ サ ㇱゲザクスズ ジサザ
䈇种祊篊璈磹穙䄅 穪磾䅣磹秖祘祲礐篖

サ ㇱササズ 燐滿璈Ⅷ ォァゴァオㇱ 陬彳梛旄囮蓧怡 コ ㇱゲシクケズ ジコゴ
磹篊秇䄅璈种𥮲磾䇳 穪磾䄅

ザ ㇱザサズ 檢殤璈梍{ ォァゴァオㇱ 陬ä蓧庁 シ ㇱゲシクゴケ シズズ
䈇种䅣璈种筦磾筤 筳磕秇

シ ㇱゴサズ 燐ゅ璈鞨稚 ォァゴァオㇱ ▏☎蓧藁 ザ ㇱゲシクジゴ シザゴ

コ04コ04コ04コ04
奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 癧珵 賠i

磹篊筕穪璈穪种䄅 祊窂篖

ゲ ㇱゲザケ 檢鑚璈îⅧ ォァゴァオㇱ 芦遊蓧彳 シ ㇱゲザクジゴ ジシゴ
种筿𥞩璈稛磹䄅 祊篖䄅

コ ㇱコザゲ ⎬靱璈彳84 ォァゴァオㇱ 4/11燐蓧鰭 ザ ㇱゲザクジジ ジザズ
䅈𥞩䄅璈祊穙筤 稛祊笮

ゴ ㇱシザケ 過鑵璈眠稚 ォァゴァオㇱ 珽XIII蓧❸ サ ㇱゲザクジジ ジザズ
筤䇳䅣璈䇳秇筤 窂祘礥祊

サ ㇱザザゲ 樅ゅ璈邊稚 ォァゴァオㇱ 摩樸蓧庁 ゴ ㇱゲシクケコ ジゴケ
筤窂祧璈秖𥮲磾秖 穪磾䅣磹秖祘祲礐篖

ザ ㇱサザゲ 顰璈逎逗 ォァコァオㇱ 陬彳梛旄囮蓧怡 コ ㇱゲジクサザ ザジス
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蝙ゲァセァぼ臘14霙疰逗癮寢淋𤩍ゅ疆瘃矞蹙鑚ギ←ぇ𥆩瘓皕る陵砅ぇ評屢癉ぇ評瘃矞璒膅鐚亦ぼ臘楉栾𤩍緖亦ぼ臘楉⓸𤩍徙駟楉ヅヒ𤩍靭寢楉ヅハピ𤩍窾䅈楉臃𤩍ぼ臘譌鯔楉臛𤩍ぇ埴𤺋痮楉ハノ䐢

蝙コァセァ彳抵赱ぇ埴𤩍蹙鑚赱ぇ埴𤺋癁睘賠i屢砅母ぁ痮瘳ぇ評瘃矞璒

ヅハピァォヅリュァハヰヵァピヵモンヵオァセァ靭寢
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奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 癧珵 賠i 奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 癧珵 賠i
䈇种礥祊璈秇穪磹 筤祧 稛窹稛璈祊磹穪 秇筤䇳筿窂筿

ゲ ㇱサザケ 燐樸璈綯 ォァゴァオㇱ 秒鑵蓧怡 シ ㇱザサクサジ シコケ ゲ ㇱゲザゲ ゅは璈⑼賣 ォァゴァオㇱ ‡樅遊蓧彳 シ ㇱザサクスジ シケサ
䈇种䅣璈种筦磾筤 筳磕秇 磹篊秇䄅璈种𥮲磾䇳 穪磾䄅

コ ㇱゴサズ 燐ゅ璈鞨稚 ォァゴァオㇱ ▏☎蓧藁 コ ㇱザザクシズ ザジゲ コ ㇱザサズ 檢殤璈梍{ ォァゴァオㇱ 陬ä蓧庁 サ ㇱザシクケシ ザザジ
磹䇳笽穖𥫣璈禡磹䅈磹 穙稸筤䇳 筤䇳䅣璈䇳秇筤 窂祘礥祊

ゴ ㇱシザゲ 超慕燔璈㍔靱 ォァコァオㇱ 圓樅蓧❸ ザ ㇱザジクゲゴ ザゲシ ゴ ㇱザザゲ 樅ゅ璈邊稚 ォァゴァオㇱ 摩樸蓧庁 ザ ㇱザシクゲザ ザザゴ
筤窂祧璈秖𥮲磾秖 穪磾䅣磹秖祘祲礐篖 礥祊秌䄅璈禴磾䄅 祊筿穪篖䅣

サ ㇱサザゲ 顰璈逎逗 ォァコァオㇱ 陬彳梛旄囮蓧怡 ゴ ㇱザジクジケ サズザ サ ㇱゴザケ 樸ɲ璈肘漾 ォァゴァオㇱ 琢枡ゅ蓧藁 ジ ㇱザシクサシ ザサゲ
磹穪磾璈禴磾种 窊种篊䄅 䈇种祊篊璈磹穙䄅 穪磾䅣磹秖祘祲礐篖

ザ ㇱゴザゲ 停ホ璈暈N ォァコァオㇱ ガ4蓧藁 サ ㇱザスクシコ サシゲ ザ ㇱササズ 燐滿璈Ⅷ ォァゴァオㇱ 陬彳梛旄囮蓧怡 コ ㇱザジクゲス ザゲサ
祊筿䆴箐璈穙窹秇 禴磾𥞴磹

シ ㇱシサズ 4/11淀璈b ォァゴァオㇱ っガ蓧❸ ゴ ㇱザジクザシ ザケケ

ゴ04ゴ04ゴ04ゴ04

奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 癧珵 賠i
种筿𥞩璈稛磹䄅 祊篖䄅

ゲ ㇱコザゲ ⎬靱璈彳84 ォァゴァオㇱ 4/11燐蓧鰭 ザ ㇱザゴクスス シサザ
礥祲筤䇳璈筳磾䄅 䆴箛䇳筿窂筿

コ ㇱコサズ 恃樅璈ゝ㋹ ォァゴァオㇱ 襁⅘遊蓧鰭 ジ ㇱザサクゲシ シゴゴ
窂祊筁箐璈禴磾𥫱磹 稊𥧔䅣

ゴ ㇱコザケ 嘆闌璈邇烋 ォァゴァオㇱ 囮ゅ蓧鰭 シ ㇱザサクサケ シコゴ
筕箛禕稸璈箛𥮲磾筤 䆿箐祊稛䈇篖

サ ㇱゲサズ 鴈旅璈ビ稚 ォァゴァオㇱ 霏跏嗔蓧彳 サ ㇱザザクゴジ ザスサ
䅈𥞩䄅璈祊穙筤 稛祊笮

ザ ㇱシザケ 過鑵璈眠稚 ォァゴァオㇱ 珽XIII蓧❸ ゴ ㇱザザクシサ ザジゴ
磹篊筕穪璈穪种䄅 祊窂篖

シ ㇱゲザケ 檢鑚璈îⅧ ォァゴァオㇱ 芦遊蓧彳 コ ㇱザジクコジ ザゲゲ

箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪

0𦥯𦣪嘖0ば嘆旄餮f淋典テ彳抵璈絆琢レ臘癮使ァボゲゴザケゲジケゴマ 桎墓摩舢 樅旅璈瀕領
陬0〉滲漱瑰殺湊苗囮絆琢レ臘寢 ぇ埴端潰舢 挽ゅ璈軛疵

ゲゴグスグケシァゲシセゴザァォァゴ04ァオㇱ

璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケシァゲジセケコセサシ

蒜〛ァう敕ァ嗔ⅺレ臘ァサケケヮ蒜〛ァう敕ァ嗔ⅺレ臘ァサケケヮ蒜〛ァう敕ァ嗔ⅺレ臘ァサケケヮ蒜〛ァう敕ァ嗔ⅺレ臘ァサケケヮ
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奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i 奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
秇祊𥧔璈窂窂筿 稛秖箛 禴磾穜䄅璈磕筿 磹𥫤䄅䅣磹

ゲ ㇱゲケゲ 埔褫璈宅⑼ ォァゲァオㇱ ゅ椹蓧彳 ザ ㇱゲコクシス ヒ ゲ ㇱコケゲ 琢鏤璈瀦40 ォァゲァオㇱ 衷廉瞭蓧鰭 サ ㇱゲゴクケシ ヒ
磹䄅璈磕磹禴 窂篖秂磾 稛䅣璈磕磹筿 䄅𥮲磾穪禴磾祊

コ ㇱシケゲ 廡樶璈畒畱痝 ォァゲァオㇱ 遊舜蓧❸ ゴ ㇱゲゴクケサ ヒ コ ㇱザケコ 彌ゅ璈粽⑼ ォァゲァオㇱ 庁楯肘わ蓧庁 ゴ ㇱゲゴクケス ヒ
稛祊种䇳璈秖筦箛磕 秇篖䈇磾 筤䇳䅣璈䇳筳 䈇磾𥞴磹

ゴ ㇱコケゴ 琄歹璈梹M瀦 ォァゲァオㇱ 樅繈蓧鰭 ジ ㇱゲゴクゲコ ヒ ゴ ㇱゲケコ 樅ゅ璈{ょ ォァゲァオㇱ 揜㋐蓧彳 ザ ㇱゲゴクコゲ ヒ
秇祊窬璈窂礥禴 秖𥮲磾窂篖 穙秖磹璈筿礥 稛篊箐筕穪

サ ㇱザケゴ 埔馮璈怡徑敕 ォァゲァオㇱ 姙遊蓧庁 コ ㇱゲゴクコス ヲ サ ㇱサケゲ Ǔ衷璈40h ォァゲァオㇱ ゅ淀鑚蓧怡 シ ㇱゲゴクサシ
穟箐筁箐璈筿磾 窊穖种篖 𥞴禴璈窂穙筿 稛磹秖

ザ ㇱゴケゴ 梛闌璈40⑼ ォァゲァオㇱ 蹙禍蓧藁 シ ㇱゲゴクザス ザ ㇱゴケコ 05虜璈彜40 ォァゲァオㇱ 徂坿蓧藁 コ ㇱゲゴクサス
磾稸䅣璈窂礥禴 筿祊秇 种䅣璈筳筿祊 磕篊穜

シ ㇱサケゴ 不ゅ璈怡h敕 ォァゲァオㇱ 濯十八蓧怡 サ ㇱゲゴクシジ シ ㇱシケゴ 徳徂璈瑜62 ォァゲァオㇱ は㎆蓧❸ ジ ㇱゲゴクザズ

ゴ04ゴ04ゴ04ゴ04

奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
筿窂穪璈磕篖箛 稛磹秖

ゲ ㇱゴケゲ ♦璈闃鮓 ォァゲァオㇱ 徂坿蓧藁 ゴ ㇱゲゴクケシ ヒ
禴䅣篖璈秇窂筿 筕穪筤䇳筿窂筿

コ ㇱコケコ 虜漣璈轍遊 ォァゲァオㇱ 鑚樅遊蓧鰭 ジ ㇱゲゴクケシ ヒ
䆿箼𥞴璈筕筕窂 穙䄅𥧔篊

ゴ ㇱザケゲ 猝朗璈駱怡 ォァゲァオㇱ 鏤ð蓧庁 シ ㇱゲゴクゲコ ヒ
秇窐䄅璈筿窂筿 䆿䈇种

サ ㇱシケコ ね樶璈40怡曚 ォァゲァオㇱ 蹙燐蓧❸ コ ㇱゲゴクサケ ヲ
筁箐稛璈箛礥窂 祊篊磹䅣磹窊

ザ ㇱサケコ 闌ゅ璈Xh怡 ォァゲァオㇱ 芦淋0忠蓧怡 ザ ㇱゲゴクササ ヲ
筤䇳筕穪璈䆿窂箛 种𥧔𥧔䇮

シ ㇱゲケゴ 樅鑚璈肘め裘 ォァゲァオㇱ 陬驥蓧彳 サ ㇱゲゴクシゴ

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケジァゲゲセケスセケゴ

ヒァォヒヶモロリョリユュァャケ゚ァヱロモヤユオァセァ奭哲癉瞟矞禍箆
ヲァォヲヶモロリョリユュァャケ゚ァンユヴヶロヵオァセァ𥫣箐䅈癉瞟矞禍箆

徉）ァォガゲクジァヮグヴオ

璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺

徉）ァォガゲクサァヮグヴオ 徉）ァォガケクゴァヮグヴオ

蹙鑚嘆旄ぇ埴ァㇱ ゲゲクシゲァ圓衷璈闃遊ァ嬋ó籗鑛丄瀧ァコケゲケァ漱矛
0ば嘆旄ぇ埴ァㇱ ゲゲクジゴァワ不璈疸わァ鰭爍籗皀痣ァコケケザァ盆虜滿
彳抵ぇ埴ァㇱ ゲコクゴスァ燐褫璈糧れァ❸ミ籗蹙燐ァコケゲコァ拓雄

ゲ烝ァ悄敕ァゲケケヮゲ烝ァ悄敕ァゲケケヮゲ烝ァ悄敕ァゲケケヮゲ烝ァ悄敕ァゲケケヮ
着敏ァㇱ ゲゴグスグケジァゲケセザザァォァゴ04ァゴ膲ゴァオㇱ
╪ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケジァゲコセゴケァォァコ04ァゴ膲コァオㇱ
ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケジァゲゴセゴケァㇱ

箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪

0𦥯𦣪嘖0ば嘆旄餮f淋典テ彳抵璈絆琢レ臘癮使ァボゲゴザケゲジケゴマ 桎墓摩舢 樅旅璈瀕領
陬0〉滲漱瑰殺湊苗囮絆琢レ臘寢ァボコザゴケサケマ ぇ埴端潰舢 挽ゅ璈軛疵
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奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i 奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
秇祊𥧔璈窂窂筿 稛秖箛 禴䅣篖璈秇窂筿 筕穪筤䇳筿窂筿

ゲ ㇱゲケゲ 埔褫璈宅⑼ ォァゲァオㇱ ゅ椹蓧彳 サ ㇱゲコクシケ ヒ ゲ ㇱコケコ 虜漣璈轍遊 ォァゲァオㇱ 鑚樅遊蓧鰭 ゴ ㇱゲコクズコ ヒ
禴磾穜䄅璈磕筿 磹𥫤䄅䅣磹 稛䅣璈磕磹筿 䄅𥮲磾穪禴磾祊

コ ㇱコケゲ 琢鏤璈瀦40 ォァゲァオㇱ 衷廉瞭蓧鰭 ザ ㇱゲコクズサ ヒ コ ㇱザケコ 彌ゅ璈粽⑼ ォァゲァオㇱ 庁楯肘わ蓧庁 サ ㇱゲコクズス ヒ
磹䄅璈磕磹禴 窂篖秂磾 䆿箼𥞴璈筕筕窂 穙䄅𥧔篊

ゴ ㇱシケゲ 廡樶璈畒畱痝 ォァゲァオㇱ 遊舜蓧❸ ゴ ㇱゲコクズス ヒ ゴ ㇱザケゲ 猝朗璈駱怡 ォァゲァオㇱ 鏤ð蓧庁 シ ㇱゲゴクケコ ヒ
稛祊种䇳璈秖筦箛磕 秇篖䈇磾 筿窂穪璈磕篖箛 稛磹秖

サ ㇱコケゴ 琄歹璈梹M瀦 ォァゲァオㇱ 樅繈蓧鰭 シ ㇱゲゴクケゴ ヲ サ ㇱゴケゲ ♦璈闃鮓 ォァゲァオㇱ 徂坿蓧藁 ザ ㇱゲゴクケゴ ヲ
筤䇳䅣璈䇳筳 䈇磾𥞴磹 秇祊窬璈窂礥禴 秖𥮲磾窂篖

ザ ㇱゲケコ 樅ゅ璈{ょ ォァゲァオㇱ 揜㋐蓧彳 ジ ㇱゲゴクコゲ ザ ㇱザケゴ 埔馮璈怡徑敕 ォァゲァオㇱ 姙遊蓧庁 ジ ㇱゲゴクコサ
筁箐稛璈箛礥窂 祊篊磹䅣磹窊 秇窐䄅璈筿窂筿 䆿䈇种

シ ㇱサケコ 闌ゅ璈Xh怡 ォァゲァオㇱ 芦淋0忠蓧怡 コ ㇱゲゴクゴコ シ ㇱシケコ ね樶璈40怡曚 ォァゲァオㇱ 蹙燐蓧❸ コ ㇱゲゴクサシ

奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
秇祊𥧔璈窂窂筿 稛秖箛

ゲ ㇱゲケゲ 埔褫璈宅⑼ ォァゲァオㇱ ゅ椹蓧彳 ザ ㇱゲコクシケ
禴磾穜䄅璈磕筿 磹𥫤䄅䅣磹

コ ㇱコケゲ 琢鏤璈瀦40 ォァゲァオㇱ 衷廉瞭蓧鰭 サ ㇱゲコクズゲ
禴䅣篖璈秇窂筿 筕穪筤䇳筿窂筿

ゴ ㇱコケコ 虜漣璈轍遊 ォァゲァオㇱ 鑚樅遊蓧鰭 ジ ㇱゲコクズゴ
䆿箼𥞴璈筕筕窂 穙䄅𥧔篊

サ ㇱザケゲ 猝朗璈駱怡 ォァゲァオㇱ 鏤ð蓧庁 ズ ㇱゲゴクケシ
筿窂穪璈磕篖箛 稛磹秖

ザ ㇱゴケゲ ♦璈闃鮓 ォァゲァオㇱ 徂坿蓧藁 ゴ ㇱゲゴクケス
稛祊种䇳璈秖筦箛磕 秇篖䈇磾

シ ㇱコケゴ 琄歹璈梹M瀦 ォァゲァオㇱ 樅繈蓧鰭 コ ㇱゲゴクケズ
稛䅣璈磕磹筿 䄅𥮲磾穪禴磾祊

ジ ㇱザケコ 彌ゅ璈粽⑼ ォァゲァオㇱ 庁楯肘わ蓧庁 シ ㇱゲゴクゲシ
磹䄅璈磕磹禴 窂篖秂磾

ギ ㇱシケゲ 廡樶璈畒畱痝 ォァゲァオㇱ 遊舜蓧❸ ス ヅハピ

ヅハピァォヅリュァハヰヵァピヵモンヵオァセァ靭寢

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケジァゲコセゴスセゲコ

徉）ァォガケクズァヮグヴオ

ヒァォヒヶモロリョリユュァャケ゚ァヱロモヤユオァセァ奭哲癉瞟矞禍箆
ヲァォヲヶモロリョリユュァャケ゚ァンユヴヶロヵオァセァ𥫣箐䅈癉瞟矞禍箆

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケジァゲコセゴスセゲコ

璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺

璻ァ╪ゃ眠ァ璺璻ァ╪ゃ眠ァ璺璻ァ╪ゃ眠ァ璺璻ァ╪ゃ眠ァ璺

徉）ァォガコクケァヮグヴオ 徉）ァォガゲクゴァヮグヴオ

蹙鑚嘆旄ぇ埴ァㇱ ゲゲクシゲァ圓衷璈闃遊ァ嬋ó籗鑛丄瀧ァコケゲケァ漱矛
0ば嘆旄ぇ埴ァㇱ ゲゲクジゴァワ不璈疸わァ鰭爍籗皀痣ァコケケザァ盆虜滿
彳抵ぇ埴ァㇱ ゲコクゴスァ燐褫璈糧れァ❸ミ籗蹙燐ァコケゲコァ拓雄

ゲ烝ァ悄敕ァゲケケヮゲ烝ァ悄敕ァゲケケヮゲ烝ァ悄敕ァゲケケヮゲ烝ァ悄敕ァゲケケヮ
着敏ァㇱ ゲゴグスグケジァゲケセザザァォァゴ04ァゴ膲ゴァオㇱ
╪ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケジァゲコセゴケァォァコ04ァゴ膲コァオㇱ
ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケジァゲゴセゴケァㇱ

箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪
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奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i 奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
礥礥秇䄅璈筿秇穪 祘祲𥫤篖 禴䆿祘种璈筳磹 礥𥧔

ゲ ㇱコケサ 彳殤璈40楯 ォァコァオㇱ 旄貭蓧鰭 ゴ ㇱゲコクスコ ヒ ゲ ㇱコケザ 椌陬璈䁘畱 ォァコァオㇱ 椌褫蓧鰭 ザ ㇱゲコクジシ ヒ
筿𥞩稛窊璈磕䄅禴 筕箛筤䇳筿窂筿 䄅祲礥祊璈筕筕 稛磹𥞴磹

コ ㇱシケザ 靱も璈繈敕 ォァコァオㇱ 晤樅遊蓧❸ ジ ㇱゲコクズゲ ヒ コ ㇱサケサ ね樸璈ソ璙 ォァコァオㇱ 彳耨蓧怡 ジ ㇱゲコクスズ ヒ
稛窹稛璈䇮磹 稛祊䅣 秇祊稛璈秇祲箐 窂篖秂磾

ゴ ㇱサケシ ゅヨ璈17淘 ォァコァオㇱ 珽ゅ蓧怡 サ ㇱゲコクズザ ヒ ゴ ㇱシケシ 悗ゅ璈驟 ォァコァオㇱ 遊舜蓧❸ ゴ ㇱゲコクズケ ヒ
祊种篊祧璈筳祊 穪篖䅣 䄅𥧔筕穪璈䆿窂 祊窂篖

サ ㇱゴケサ 鞣鑵璈被鼎 ォァコァオㇱ 枡ゅ蓧藁 シ ㇱゲコクズジ ヲ サ ㇱゲケザ 鑵𥧔鑚璈蹙め ォァコァオㇱ 芦遊蓧彳 シ ㇱゲコクズズ ヲ
磹𥧔磾礐璈䇳䆿箼 穪筕𥫤稸 竴秖筤䇳璈祊箛篖 䄅𥮲磾穪𥫤篖䄅𥮲磾

ザ ㇱゲケシ 衷琢璈{棘 ォァコァオㇱ 離⎧蓧彳 ザ ㇱゲコクズズ ヲ ザ ㇱザケザ ホ樅璈蹙過 ォァコァオㇱ 庁楯貭讙蓧庁 コ ㇱゲゴクケザ
䄅稛璈磕筤窬 祊篖种筦磾 祲䅈𥧔䄅璈筤䅈𥧔 祊𥞴磹

シ ㇱザケシ 凅彌璈92堠 ォァコァオㇱ 娘毒蓧庁 コ ㇱゲゴクゲコ シ ㇱゴケシ 黔璈桍誕 ォァコァオㇱ 芦ガ蓧藁 サ ㇱゲゴクゴザ

ゴ04ゴ04ゴ04ゴ04

奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
䈇种𥧔璈种礥箛 䆿䈇种

ゲ ㇱシケサ 燐褫璈糧れ ォァコァオㇱ 蹙燐蓧❸ サ ㇱゲコクゴケ ヒ
筿筤稛璈礥穪䆴 磕秇祧箛

コ ㇱコケシ 朞ゅ璈弛リ ォァコァオㇱ 鑛丰蓧鰭 コ ㇱゲコクザゴ ヒ
笮稊祊篊璈箛篖 秂箛𥮲磾

ゴ ㇱゲケサ 出滿璈雰 ォァコァオㇱ 虫媧蓧彳 ゴ ㇱゲコクスコ ヒ
磾䅈磹璈䆴䈎祊 稛祊穙筿

サ ㇱゴケザ V衷璈邯椻 ォァコァオㇱ 珽G蓧藁 ザ ㇱゲゴクケケ
䅈祧筤䇳璈磕礥磹 𥞴磹祊

ザ ㇱザケサ 閹樅璈07 ォァコァオㇱ ㋐わ蓧庁 ジ ㇱゲゴクケケ
窬穜璈磕䅈祊 磾窬竌

シ ㇱサケザ 馮㎆璈軛蹙椻 ォァコァオㇱ め輩蓧怡 シ ㇱゲゴクココ

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケジァゲゲセゴスセコゲ

ヒァォヒヶモロリョリユュァャケ゚ァヱロモヤユオァセァ奭哲癉瞟矞禍箆
ヲァォヲヶモロリョリユュァャケ゚ァンユヴヶロヵオァセァ𥫣箐䅈癉瞟矞禍箆

徉）ァォガケクスァヮグヴオ

璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺

徉）ァォガケクザァヮグヴオ 徉）ァォガゲクコァヮグヴオ

蹙鑚嘆旄ぇ埴ァㇱ ゲゲクシゲァ圓衷璈闃遊ァ嬋ó籗鑛丄瀧ァコケゲケァ漱矛
0ば嘆旄ぇ埴ァㇱ ゲゲクジゴァワ不璈疸わァ鰭爍籗皀痣ァコケケザァ盆虜滿
彳抵ぇ埴ァㇱ ゲコクゲズァワ不璈疸わァ鰭爍籗皀痣ァコケケサァ㋹濯衷梛

コ烝ァ悄敕ァゲケケヮコ烝ァ悄敕ァゲケケヮコ烝ァ悄敕ァゲケケヮコ烝ァ悄敕ァゲケケヮ
着敏ァㇱ ゲゴグスグケジァゲゲセコザァォァゴ04ァゴ膲ゴァオㇱ
╪ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケジァゲコセザケァォァコ04ァゴ膲コァオㇱ
ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケジァゲゴセザケァㇱ

箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪
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奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i 奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
䈇种𥧔璈种礥箛 䆿䈇种 禴䆿祘种璈筳磹 礥𥧔

ゲ ㇱシケサ 燐褫璈糧れ ォァコァオㇱ 蹙燐蓧❸ サ ㇱゲコクサコ ヒ ゲ ㇱコケザ 椌陬璈䁘畱 ォァコァオㇱ 椌褫蓧鰭 サ ㇱゲコクザゲ ヒ
筿筤稛璈礥穪䆴 磕秇祧箛 笮稊祊篊璈箛篖 秂箛𥮲磾

コ ㇱコケシ 朞ゅ璈弛リ ォァコァオㇱ 鑛丰蓧鰭 ゴ ㇱゲコクシゴ ヒ コ ㇱゲケサ 出滿璈雰 ォァコァオㇱ 虫媧蓧彳 シ ㇱゲコクシシ ヒ
䄅祲礥祊璈筕筕 稛磹𥞴磹 礥礥秇䄅璈筿秇穪 祘祲𥫤篖

ゴ ㇱサケサ ね樸璈ソ璙 ォァコァオㇱ 彳耨蓧怡 シ ㇱゲコクスジ ヒ ゴ ㇱコケサ 彳殤璈40楯 ォァコァオㇱ 旄貭蓧鰭 ゴ ㇱゲコクシズ ヒ
磹𥧔磾礐璈䇳䆿箼 穪筕𥫤稸 筿𥞩稛窊璈磕䄅禴 筕箛筤䇳筿窂筿

サ ㇱゲケシ 衷琢璈{棘 ォァコァオㇱ 離⎧蓧彳 コ ㇱゲコクズジ サ ㇱシケザ 靱も璈繈敕 ォァコァオㇱ 晤樅遊蓧❸ ザ ㇱゲコクスゴ ヲ
秇祊稛璈秇祲箐 窂篖秂磾 䄅𥧔筕穪璈䆿窂 祊窂篖

ザ ㇱシケシ 悗ゅ璈驟 ォァコァオㇱ 遊舜蓧❸ ザ ㇱゲゴクケケ ザ ㇱゲケザ 鑵𥧔鑚璈蹙め ォァコァオㇱ 芦遊蓧彳 コ ㇱゲコクズゲ ヲ
稛窹稛璈䇮磹 稛祊䅣 祊种篊祧璈筳祊 穪篖䅣

シ ㇱサケシ ゅヨ璈17淘 ォァコァオㇱ 珽ゅ蓧怡 ジ ㇱゲゴクケコ シ ㇱゴケサ 鞣鑵璈被鼎 ォァコァオㇱ 枡ゅ蓧藁 ジ ㇱゲコクズズ

奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
䈇种𥧔璈种礥箛 䆿䈇种

ゲ ㇱシケサ 燐褫璈糧れ ォァコァオㇱ 蹙燐蓧❸ ジ ㇱゲコクコシ
筿筤稛璈礥穪䆴 磕秇祧箛

コ ㇱコケシ 朞ゅ璈弛リ ォァコァオㇱ 鑛丰蓧鰭 ザ ㇱゲコクザザ
礥礥秇䄅璈筿秇穪 祘祲𥫤篖

ゴ ㇱコケサ 彳殤璈40楯 ォァコァオㇱ 旄貭蓧鰭 ス ㇱゲコクジシ
禴䆿祘种璈筳磹 礥𥧔

サ ㇱコケザ 椌陬璈䁘畱 ォァコァオㇱ 椌褫蓧鰭 サ ㇱゲコクジシ
笮稊祊篊璈箛篖 秂箛𥮲磾

ザ ㇱゲケサ 出滿璈雰 ォァコァオㇱ 虫媧蓧彳 シ ㇱゲコクスサ
䄅祲礥祊璈筕筕 稛磹𥞴磹

シ ㇱサケサ ね樸璈ソ璙 ォァコァオㇱ 彳耨蓧怡 ズ ㇱゲコクズコ
筿𥞩稛窊璈磕䄅禴 筕箛筤䇳筿窂筿

ジ ㇱシケザ 靱も璈繈敕 ォァコァオㇱ 晤樅遊蓧❸ コ ㇱゲゴクケザ
䄅𥧔筕穪璈䆿窂 祊窂篖

ス ㇱゲケザ 鑵𥧔鑚璈蹙め ォァコァオㇱ 芦遊蓧彳 ゴ ㇱゲゴクゲゲ

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケジァゲコセザジセゴゴ

徉）ァォギケクジァヮグヴオ

ヒァォヒヶモロリョリユュァャケ゚ァヱロモヤユオァセァ奭哲癉瞟矞禍箆
ヲァォヲヶモロリョリユュァャケ゚ァンユヴヶロヵオァセァ𥫣箐䅈癉瞟矞禍箆

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケジァゲコセザジセゴゴ

璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺

璻ァ╪ゃ眠ァ璺璻ァ╪ゃ眠ァ璺璻ァ╪ゃ眠ァ璺璻ァ╪ゃ眠ァ璺

徉）ァォギケクコァヮグヴオ 徉）ァォガゲクシァヮグヴオ

蹙鑚嘆旄ぇ埴ァㇱ ゲゲクシゲァ圓衷璈闃遊ァ嬋ó籗鑛丄瀧ァコケゲケァ漱矛
0ば嘆旄ぇ埴ァㇱ ゲゲクジゴァワ不璈疸わァ鰭爍籗皀痣ァコケケザァ盆虜滿
彳抵ぇ埴ァㇱ ゲコクゲズァワ不璈疸わァ鰭爍籗皀痣ァコケケサァ㋹濯衷梛

コ烝ァ悄敕ァゲケケヮコ烝ァ悄敕ァゲケケヮコ烝ァ悄敕ァゲケケヮコ烝ァ悄敕ァゲケケヮ
着敏ァㇱ ゲゴグスグケジァゲゲセコザァォァゴ04ァゴ膲ゴァオㇱ
╪ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケジァゲコセザケァォァコ04ァゴ膲コァオㇱ
ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケジァゲゴセザケァㇱ
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奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i 奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
䄅种筕穪璈篊祊窂 礥礥䆴箐 䈇种䅣璈窂穙笮 礥祊秌䄅

ゲ ㇱコケジ 櫟鑚璈40怡 ォァゴァオㇱ 彳淀蓧鰭 サ ㇱゲコクゴズ ヒ ゲ ㇱザケジ 燐ゅ璈彜滯 ォァゴァオㇱ 樸殤蓧庁 ザ ㇱゲコクコサ ヒ
䆴䈎䄅璈䇳筿祊 祊稛种礥 䄅䅣璈箵磹箐篖 秇祲筤禴𥧔䆴窂

コ ㇱサケジ 輳鑵璈鬳曚鼎 ォァゴァオㇱ 6岑蓧怡 コ ㇱゲコクザス ヒ コ ㇱゲケズ 杼ゅ璈饀㏄ ォァゴァオㇱ 亢痀睼痝癮08蓧彳 ゴ ㇱゲコクシコ ヒ
磾礐䇳穙璈磕箛秇 祊穙箐 筿窂筿筕穪璈箐窂 䆴穖禡磹

ゴ ㇱザケズ 鶇隰璈瀦裘㊌ ォァゴァオㇱ 駮蓧庁 シ ㇱゲコクザズ ヒ ゴ ㇱコケズ 遊鑚璈32違 ォァゴァオㇱ 秒邉蓧鰭 コ ㇱゲコクジケ ヒ
祲箼𥞩筿璈秇筤 𥞴磹箛𥮲磾 𥧔种璈筳磾䄅 䆴祲笮磾

サ ㇱゲケス 鰶撤璈㊌瓧 ォァゴァオㇱ ガ䉤蓧彳 ゴ ㇱゲコクジザ ヲ サ ㇱサケス 褫睚璈島漾 ォァゴァオㇱ ɔ蠋蓧怡 サ ㇱゲコクスゴ ヲ
穙穙礐璈穪筕祊 磹稸箛穙筕箛筤䇳 礐𥧔筕穪璈祊笮 磹篊穧

ザ ㇱシケズ 六〉璈鐔椻 ォァゴァオㇱ 滲コ晤樅蓧❸ ジ ㇱゲゴクゲシ ザ ㇱゴケジ 齶鑚璈埀XIII ォァゴァオㇱ 檢箆蓧藁 ジ ㇱゲコクズジ ヲ
稛禡窂祊璈磕秇祊 䇮磹篊 种祊稛璈箛篖𥧔 稛窂祊筿

シ ㇱゴケズ ワ嘆璈鑛椻 ォァゴァオㇱ 軛藁蓧藁 ザ ㇱゲゴクゴシ シ ㇱシケス 嗔跏璈紛誕 ォァゴァオㇱ ゅ琢蓧❸ シ ㇱゲコクズズ

ゴ04ゴ04ゴ04ゴ04

奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
秇秇䄅璈磕𥞩秇 𥞴磹箛𥮲磾

ゲ ㇱゲケジ 轍璙鑵璈鬢 ォァゴァオㇱ ガ䉤蓧彳 サ ㇱゲコクサゲ ヒ
竴秖篊箐璈秇筤 笮磾穧篖

コ ㇱコケス ホ淀璈㌶T ォァゴァオㇱ 曖唹蓧鰭 ゴ ㇱゲコクザコ ヒ
筤䇳禕稸璈磕䅈祊 筤祧

ゴ ㇱサケズ 樅旅璈軛蹙椻 ォァゴァオㇱ 秒鑵蓧怡 コ ㇱゲコクスサ ヒ
礥祊䅣璈䈎磹 䆿祘种磾秖

サ ㇱザケス 樸ゅ璈ほ淘 ォァゴァオㇱ 陬晝汲蓧庁 ザ ㇱゲゴクケサ
䇳筿筤璈筿笮 窂篖秂磾

ザ ㇱシケジ 戻朞璈40滯 ォァゴァオㇱ 遊舜蓧❸ ジ ㇱゲゴクココ
𥧔禕稸璈磕筤祊 祊𥞴磹

シ ㇱゴケス 褫旅璈92椻 ォァゴァオㇱ 芦ガ蓧藁 シ ㇱゲゴクサシ

箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪

0𦥯𦣪嘖0ば嘆旄餮f淋典テ彳抵璈絆琢レ臘癮使ァボゲゴザケゲジケゴマ 桎墓摩舢 樅旅璈瀕領
陬0〉滲漱瑰殺湊苗囮絆琢レ臘寢 ぇ埴端潰舢 挽ゅ璈軛疵

ゴ烝ァ悄敕ァゲケケヮゴ烝ァ悄敕ァゲケケヮゴ烝ァ悄敕ァゲケケヮゴ烝ァ悄敕ァゲケケヮ
着敏ァㇱ ゲゴグスグケシァゲコセゲケァォァゴ04ァゴ膲ゴァオㇱ
╪ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケシァゲサセゲザァォァコ04ァゴ膲コァオㇱ
ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケシァゲザセゴザァㇱ

蹙鑚嘆旄ぇ埴ァㇱ ゲゲクシゲァ圓衷璈闃遊ァ嬋ó籗鑛丄瀧ァコケゲケァ漱矛
0ば嘆旄ぇ埴ァㇱ ゲゲクジゴァワ不璈疸わァ鰭爍籗皀痣ァコケケザァ盆虜滿
彳抵ぇ埴ァㇱ ゲゲクスサァワ不璈疸わァ鰭爍籗皀痣ァコケケザァガ庁鼬

璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺

徉）ァォガゲクジァヮグヴオ 徉）ァォガコクケァヮグヴオ

徉）ァォガゲクゴァヮグヴオ

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケシァゲコセコゲセサザ

ヒァォヒヶモロリョリユュァャケ゚ァヱロモヤユオァセァ奭哲癉瞟矞禍箆
ヲァォヲヶモロリョリユュァャケ゚ァンユヴヶロヵオァセァ𥫣箐䅈癉瞟矞禍箆
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奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i 奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
䈇种䅣璈窂穙笮 礥祊秌䄅 䄅种筕穪璈篊祊窂 礥礥䆴箐

ゲ ㇱザケジ 燐ゅ璈彜滯 ォァゴァオㇱ 樸殤蓧庁 サ ㇱゲコクゴゲ ヒ ゲ ㇱコケジ 櫟鑚璈40怡 ォァゴァオㇱ 彳淀蓧鰭 シ ㇱゲコクサズ ヒ
竴秖篊箐璈秇筤 笮磾穧篖 秇秇䄅璈磕𥞩秇 𥞴磹箛𥮲磾

コ ㇱコケス ホ淀璈㌶T ォァゴァオㇱ 曖唹蓧鰭 ザ ㇱゲコクザジ ヒ コ ㇱゲケジ 轍璙鑵璈鬢 ォァゴァオㇱ ガ䉤蓧彳 サ ㇱゲコクザサ ヒ
䆴䈎䄅璈䇳筿祊 祊稛种礥 磾礐䇳穙璈磕箛秇 祊穙箐

ゴ ㇱサケジ 輳鑵璈鬳曚鼎 ォァゴァオㇱ 6岑蓧怡 ジ ㇱゲコクジコ ヒ ゴ ㇱザケズ 鶇隰璈瀦裘㊌ ォァゴァオㇱ 駮蓧庁 ジ ㇱゲコクシズ ヒ
筿窂筿筕穪璈箐窂 䆴穖禡磹 䄅䅣璈箵磹箐篖 秇祲筤禴𥧔䆴窂

サ ㇱコケズ 遊鑚璈32違 ォァゴァオㇱ 秒邉蓧鰭 シ ㇱゲコクジゴ ヲ サ ㇱゲケズ 杼ゅ璈饀㏄ ォァゴァオㇱ 亢痀睼痝癮08蓧彳 ザ ㇱゲコクジザ ヲ
筤䇳禕稸璈磕䅈祊 筤祧 𥧔种璈筳磾䄅 䆴祲笮磾

ザ ㇱサケズ 樅旅璈軛蹙椻 ォァゴァオㇱ 秒鑵蓧怡 ス ㇱゲコクスザ ザ ㇱサケス 褫睚璈島漾 ォァゴァオㇱ ɔ蠋蓧怡 ゴ ㇱゲコクスジ
祲箼𥞩筿璈秇筤 𥞴磹箛𥮲磾 礐𥧔筕穪璈祊笮 磹篊穧

シ ㇱゲケス 鰶撤璈㊌瓧 ォァゴァオㇱ ガ䉤蓧彳 ゴ ㇱゲゴクゲジ シ ㇱゴケジ 齶鑚璈埀XIII ォァゴァオㇱ 檢箆蓧藁 ス ㇱゲゴクコゴ

奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
䈇种䅣璈窂穙笮 礥祊秌䄅

ゲ ㇱザケジ 燐ゅ璈彜滯 ォァゴァオㇱ 樸殤蓧庁 サ ㇱゲコクコザ
䄅种筕穪璈篊祊窂 礥礥䆴箐

コ ㇱコケジ 櫟鑚璈40怡 ォァゴァオㇱ 彳淀蓧鰭 ザ ㇱゲコクゴサ
秇秇䄅璈磕𥞩秇 𥞴磹箛𥮲磾

ゴ ㇱゲケジ 轍璙鑵璈鬢 ォァゴァオㇱ ガ䉤蓧彳 ジ ㇱゲコクゴス
竴秖篊箐璈秇筤 笮磾穧篖

サ ㇱコケス ホ淀璈㌶T ォァゴァオㇱ 曖唹蓧鰭 シ ㇱゲコクサケ
磾礐䇳穙璈磕箛秇 祊穙箐

ザ ㇱザケズ 鶇隰璈瀦裘㊌ ォァゴァオㇱ 駮蓧庁 ス ㇱゲコクシゲ
䆴䈎䄅璈䇳筿祊 祊稛种礥

シ ㇱサケジ 輳鑵璈鬳曚鼎 ォァゴァオㇱ 6岑蓧怡 ズ ㇱゲコクシザ
䄅䅣璈箵磹箐篖 秇祲筤禴𥧔䆴窂

ジ ㇱゲケズ 杼ゅ璈饀㏄ ォァゴァオㇱ 亢痀睼痝癮08蓧彳 コ ㇱゲコクジゴ
筿窂筿筕穪璈箐窂 䆴穖禡磹

ス ㇱコケズ 遊鑚璈32違 ォァゴァオㇱ 秒邉蓧鰭 ゴ ㇱゲコクジス

箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪

0𦥯𦣪嘖0ば嘆旄餮f淋典テ彳抵璈絆琢レ臘癮使ァボゲゴザケゲジケゴマ 桎墓摩舢 樅旅璈瀕領
陬0〉滲漱瑰殺湊苗囮絆琢レ臘寢 ぇ埴端潰舢 挽ゅ璈軛疵

ゴ烝ァ悄敕ァゲケケヮゴ烝ァ悄敕ァゲケケヮゴ烝ァ悄敕ァゲケケヮゴ烝ァ悄敕ァゲケケヮ
着敏ァㇱ ゲゴグスグケシァゲコセゲケァォァゴ04ァゴ膲ゴァオㇱ
╪ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケシァゲサセゲザァォァコ04ァゴ膲コァオㇱ
ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケシァゲザセゴザァㇱ

蹙鑚嘆旄ぇ埴ァㇱ ゲゲクシゲァ圓衷璈闃遊ァ嬋ó籗鑛丄瀧ァコケゲケァ漱矛
0ば嘆旄ぇ埴ァㇱ ゲゲクジゴァワ不璈疸わァ鰭爍籗皀痣ァコケケザァ盆虜滿
彳抵ぇ埴ァㇱ ゲゲクスサァワ不璈疸わァ鰭爍籗皀痣ァコケケザァガ庁鼬

璻ァ╪ゃ眠ァ璺璻ァ╪ゃ眠ァ璺璻ァ╪ゃ眠ァ璺璻ァ╪ゃ眠ァ璺

徉）ァォギケクシァヮグヴオ 徉）ァォガケクゴァヮグヴオ

ヒァォヒヶモロリョリユュァャケ゚ァヱロモヤユオァセァ奭哲癉瞟矞禍箆
ヲァォヲヶモロリョリユュァャケ゚ァンユヴヶロヵオァセァ𥫣箐䅈癉瞟矞禍箆

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケシァゲサセコケセゲシ

璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケシァゲサセコケセゲシ

徉）ァォガケクスァヮグヴオ
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奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i 奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
穙筤䇳璈磕礥磹 祘祲𥫤篖 礥礥窹筤种璈䇳筳 秇磹穧箐

ゲ ㇱコゲケ ㎆樅璈07 ォァゴァオㇱ 旄貭蓧鰭 ゴ ㇱコシクコケ ヒ ゲ ㇱゲゲゲ 彳霓璈{ょ ォァゴァオㇱ 轍衷梛蓧彳 ジ ㇱコシクケザ ヒ
窊种䅣璈筿窂 窂祊筿筤 䈇禴稛璈祊箵篖 磕秇䆿

コ ㇱゲゲケ ガゅ璈40め ォァゴァオㇱ 嘆朞蓧彳 ジ ㇱコシクコザ ヒ コ ㇱコゲゲ ⑰ゅ璈わ齋 ォァゴァオㇱ 鑛蹙蓧鰭 コ ㇱコシクゴゴ ヒ
窊种筁箐璈筿笮 磹稸箛穙筕箛筤䇳 䇳礐䅣璈䆿穪筿 窂篖秂磾

ゴ ㇱシゲケ ガ闌璈40XIII ォァゴァオㇱ 滲コ晤樅蓧❸ コ ㇱコシクザケ ヒ ゴ ㇱシゲゲ 縫ゅ璈Ð ォァコァオㇱ 遊舜蓧❸ ゴ ㇱコシクササ ヒ
筁箼稛璈秖筦箛 祊穙筤䇳 秇祊䄅筕穪璈磹穙䄅 祊种窹

サ ㇱザゲゲ 曦ゅ璈钁裘 ォァゴァオㇱ 眠樅蓧庁 サ ㇱコシクスゲ サ ㇱサゲゲ 齷鑚璈貮 ォァゴァオㇱ 椻■蓧怡 ザ ㇱコシクザゲ ヲ
礥祲稊𥧔璈秇穙䄅 祊种䆴箐 禴窊种璈䇳筳 穪磾䄅

ザ ㇱサゲコ 恃ひ璈轍㎆旃 ォァコァオㇱ ㈲淀蓧怡 シ ㇱコシクズコ ザ ㇱザゲケ 虜ガ璈{笂 ォァゴァオㇱ 陬ä蓧庁 シ ㇱコシクジコ ヲ
䇳礐璈稸秇穪 祊窂筤 竴秖篊箐璈筕礐祊 磹篊穧

シ ㇱゴゲゲ 縫璈î裘 ォァコァオㇱ 襯榮蓧藁 ザ ㇱコジクコゲ シ ㇱゴゲコ ホ淀璈ソ椻 ォァコァオㇱ 檢箆蓧藁 サ ㇱコジクゲズ

ゴ04ゴ04ゴ04ゴ04

奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
筳磾礥祊璈䇳磹 磕䅈祊

ゲ ㇱサゲケ 2/9樸璈は⇄ ォァゴァオㇱ 愔螭蓧怡 コ ㇱコシクケシ ヒ
穪稛窊璈筳磾筿 䆿箐祊稛筤䇳䅣

コ ㇱゲゲコ 胥も璈▅⑼ ォァゴァオㇱ 霏跏樅ゅ蓧彳 ゴ ㇱコシクゲケ ヒ
竴秖稛璈磕磹祊 禴磾穧箐

ゴ ㇱコゲコ ホゅ璈畒畱㽷 ォァゴァオㇱ 椻梛蓧鰭 シ ㇱコシクゲケ ヒ
竴秖稛璈磕筤祊 箛穙䇮磹祊篖

サ ㇱザゲコ ホゅ璈疸徒 ォァゴァオㇱ コ和昬蓧庁 ザ ㇱコシクシス ヲ
穙祊筕穪璈磕筤禴 筕箛筤䇳䄅稛

ザ ㇱシゲコ 屏鑚璈26敕 ォァコァオㇱ 晤樅戻蓧❸ ジ ㇱコジクケゲ
䆿祘种筤䇳璈䇳筳禴 穪磾磹篖

シ ㇱゴゲケ 陬樅璈{笂敕 ォァゴァオㇱ 騷k蓧藁 サ ㇱコジクゲコ

箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪

0𦥯𦣪嘖0ば嘆旄餮f淋典テ彳抵璈絆琢レ臘癮使ァボゲゴザケゲジケゴマ 桎墓摩舢 樅旅璈瀕領
陬0〉滲漱瑰殺湊苗囮絆琢レ臘寢 ぇ埴端潰舢 挽ゅ璈軛疵

蒜〛ァ悄敕ァコケケヮ蒜〛ァ悄敕ァコケケヮ蒜〛ァ悄敕ァコケケヮ蒜〛ァ悄敕ァコケケヮ
着敏ァㇱ ゲゴグスグケシァゲゲセサケァォァゴ04ァゴ膲ゴァオㇱ
╪ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケシァゲゴセサケァォァコ04ァゴ膲コァオㇱ
ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケシァゲザセケザァㇱ

蹙鑚嘆旄ぇ埴ァㇱ コサクゲコァ圓㌍璈郛08ァ檢腆籗コ縫ァコケゲケァ漱矛
0ば嘆旄ぇ埴ァㇱ コサクサジァ屠鑚璈î09ァ怡フ籗楯2/7ァコケケズァ彳便
彳抵ぇ埴ァㇱ コザクケズァ炭楙璈ょ徒ァ鰭爍籗襁⅘嘆使ァゲズズゲァ謷𥧔《

璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺

徉）ァォガケクコァヮグヴオ 徉）ァォギケクゴァヮグヴオ

徉）ァォガゲクケァヮグヴオ

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケシァゲゲセザシセゴシ

ヒァォヒヶモロリョリユュァャケ゚ァヱロモヤユオァセァ奭哲癉瞟矞禍箆
ヲァォヲヶモロリョリユュァャケ゚ァンユヴヶロヵオァセァ𥫣箐䅈癉瞟矞禍箆
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奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i 奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
穙筤䇳璈磕礥磹 祘祲𥫤篖 穪稛窊璈筳磾筿 䆿箐祊稛筤䇳䅣

ゲ ㇱコゲケ ㎆樅璈07 ォァゴァオㇱ 旄貭蓧鰭 ザ ㇱコザクジゲ ヒ ゲ ㇱゲゲコ 胥も璈▅⑼ ォァゴァオㇱ 霏跏樅ゅ蓧彳 ザ ㇱコザクスサ ヒ
筳磾礥祊璈䇳磹 磕䅈祊 窊种䅣璈筿窂 窂祊筿筤

コ ㇱサゲケ 2/9樸璈は⇄ ォァゴァオㇱ 愔螭蓧怡 サ ㇱコザクスシ ヒ コ ㇱゲゲケ ガゅ璈40め ォァゴァオㇱ 嘆朞蓧彳 シ ㇱコザクズゲ ヒ
竴秖稛璈磕磹祊 禴磾穧箐 礥礥窹筤种璈䇳筳 秇磹穧箐

ゴ ㇱコゲコ ホゅ璈畒畱㽷 ォァゴァオㇱ 椻梛蓧鰭 ジ ㇱコザクズケ ヒ ゴ ㇱゲゲゲ 彳霓璈{ょ ォァゴァオㇱ 轍衷梛蓧彳 サ ㇱコザクズシ ヒ
䈇禴稛璈祊箵篖 磕秇䆿 窊种筁箐璈筿笮 磹稸箛穙筕箛筤䇳

サ ㇱコゲゲ ⑰ゅ璈わ齋 ォァゴァオㇱ 鑛蹙蓧鰭 シ ㇱコシクゲコ ヲ サ ㇱシゲケ ガ闌璈40XIII ォァゴァオㇱ 滲コ晤樅蓧❸ ス ㇱコシクコケ ヲ
秇祊䄅筕穪璈磹穙䄅 祊种窹 䇳礐䅣璈䆿穪筿 窂篖秂磾

ザ ㇱサゲゲ 齷鑚璈貮 ォァゴァオㇱ 椻■蓧怡 ス ㇱコシクゴゲ ザ ㇱシゲゲ 縫ゅ璈Ð ォァコァオㇱ 遊舜蓧❸ ジ ㇱコシクシゴ
竴秖稛璈磕筤祊 箛穙䇮磹祊篖 禴窊种璈䇳筳 穪磾䄅

シ ㇱザゲコ ホゅ璈疸徒 ォァゴァオㇱ コ和昬蓧庁 ゴ ㇱコシクズズ シ ㇱザゲケ 虜ガ璈{笂 ォァゴァオㇱ 陬ä蓧庁 ゴ ㇱコシクシザ

奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
穙筤䇳璈磕礥磹 祘祲𥫤篖

ゲ ㇱコゲケ ㎆樅璈07 ォァゴァオㇱ 旄貭蓧鰭 サ ㇱコサクズザ 彳抵赱
筳磾礥祊璈䇳磹 磕䅈祊

コ ㇱサゲケ 2/9樸璈は⇄ ォァゴァオㇱ 愔螭蓧怡 ジ ㇱコサクズジ 彳抵赱
礥礥窹筤种璈䇳筳 秇磹穧箐

ゴ ㇱゲゲゲ 彳霓璈{ょ ォァゴァオㇱ 轍衷梛蓧彳 ズ ㇱコザクサケ
穪稛窊璈筳磾筿 䆿箐祊稛筤䇳䅣

サ ㇱゲゲコ 胥も璈▅⑼ ォァゴァオㇱ 霏跏樅ゅ蓧彳 ザ ㇱコザクシケ
竴秖稛璈磕磹祊 禴磾穧箐

ザ ㇱコゲコ ホゅ璈畒畱㽷 ォァゴァオㇱ 椻梛蓧鰭 ス ㇱコザクスジ
窊种䅣璈筿窂 窂祊筿筤

シ ㇱゲゲケ ガゅ璈40め ォァゴァオㇱ 嘆朞蓧彳 シ ㇱコザクスジ
䈇禴稛璈祊箵篖 磕秇䆿

ジ ㇱコゲゲ ⑰ゅ璈わ齋 ォァゴァオㇱ 鑛蹙蓧鰭 コ ㇱコザクズス
窊种筁箐璈筿笮 磹稸箛穙筕箛筤䇳

ス ㇱシゲケ ガ闌璈40XIII ォァゴァオㇱ 滲コ晤樅蓧❸ ゴ ㇱコシクゲコ

箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪

0𦥯𦣪嘖0ば嘆旄餮f淋典テ彳抵璈絆琢レ臘癮使ァボゲゴザケゲジケゴマ 桎墓摩舢 樅旅璈瀕領
陬0〉滲漱瑰殺湊苗囮絆琢レ臘寢 ぇ埴端潰舢 挽ゅ璈軛疵

蒜〛ァ悄敕ァコケケヮ蒜〛ァ悄敕ァコケケヮ蒜〛ァ悄敕ァコケケヮ蒜〛ァ悄敕ァコケケヮ
着敏ァㇱ ゲゴグスグケシァゲゲセサケァォァゴ04ァゴ膲ゴァオㇱ
╪ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケシァゲゴセサケァォァコ04ァゴ膲コァオㇱ
ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケシァゲザセケザァㇱ

蹙鑚嘆旄ぇ埴ァㇱ コサクゲコァ圓㌍璈郛08ァ檢腆籗コ縫ァコケゲケァ漱矛
0ば嘆旄ぇ埴ァㇱ コサクサジァ屠鑚璈î09ァ怡フ籗楯2/7ァコケケズァ彳便
彳抵ぇ埴ァㇱ コザクケズァ炭楙璈ょ徒ァ鰭爍籗襁⅘嘆使ァゲズズゲァ謷𥧔《

璻ァ╪ゃ眠ァ璺璻ァ╪ゃ眠ァ璺璻ァ╪ゃ眠ァ璺璻ァ╪ゃ眠ァ璺

徉）ァォガゲクシァヮグヴオ 徉）ァォガゲクザァヮグヴオ

ヒァォヒヶモロリョリユュァャケ゚ァヱロモヤユオァセァ奭哲癉瞟矞禍箆
ヲァォヲヶモロリョリユュァャケ゚ァンユヴヶロヵオァセァ𥫣箐䅈癉瞟矞禍箆

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケシァゲゴセサスセサス

璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺

徉）ァォガケクスァヮグヴオ

彳抵赱ァセァ彳抵赱ぇ埴

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケシァゲゴセサスセサス
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奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i 奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
磕䄅筤䇳璈磕筿䈎 稛祊穪箛 稛祊䆴种璈䆿窂 秇篖䈇磾

ゲ ㇱコゲザ 52樅璈畒䀹矞 ォァゴァオㇱ 閫流蓧鰭 ゴ ㇱコセコケクササ ヒ ゲ ㇱコゲゴ 琄㌍璈皧𤺋 ォァゴァオㇱ 樅繈蓧鰭 ゴ ㇱコセゲザクゲケ ヒ
磕䅣稸璈䇳秇䄅 磕篊穜 穪稛窊璈磕穙筿 䆿箐祊稛筤䇳䅣

コ ㇱシゲゴ 晧署璈z亢 ォァゴァオㇱ は㎆蓧❸ ザ ㇱコセコケクシズ ヒ コ ㇱゲゲゴ 胥も璈㏈⑼ ォァゴァオㇱ 霏跏樅ゅ蓧彳 サ ㇱコセゲシクザシ ヒ
祊种䆴箐璈䇳筿 䇳穙礥 秇穪磾璈箛篖祊 祊种窹䆿祘种

ゴ ㇱザゲゴ ⑱淀璈{鑷 ォァコァオㇱ 隰楙蓧庁 サ ㇱコセコケクズゲ ヲ ゴ ㇱサゲザ 轍ホ璈雰霙 ォァコァオㇱ 椻■陬蓧怡 コ ㇱコセココクシズ
礥祊筕穪璈秖筦篖禴 祊种窹䆿祘种 秇篊筁箐璈䇳礥 磕穵祘篊

サ ㇱサゲサ 樸鑚璈㊐敕 ォァコァオㇱ 椻■陬蓧怡 ジ ㇱコセココクサゲ サ ㇱシゲサ 咩闌璈{徑 ォァゴァオㇱ 晧鉐滿蓧❸ シ ㇱコセコゴクコサ
祲笯璈䆴穜䄅 穪磾磹篖 祊篊禕稸璈篊祊窂 种箐䆴䇳
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祊篊稛璈磕筤祊 稛穟穙䆿祘种 筤䇳䅣璈穪筕䈇 磕筿𥧔
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䆴种筕穪璈筿箐磹 篊祊筤䇳䆿祘种
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磹篊秇䄅璈筿秇䄅 种窹稛窊

ザ ㇱゲゲサ 檢ɲ璈鑷亢 ォァゴァオㇱ ■も蓧彳 シ ㇱコセコズクサシ
磾秇筿璈䆴窂 祊种篊窹箐

シ ㇱシゲザ 晝轍コ璈08 ォァゴァオㇱ 鞣淀蓧❸ コ ㇱコセゴコクスゲ

奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
稛祊䆴种璈䆿窂 秇篖䈇磾

ゲ ㇱコゲゴ 琄㌍璈皧𤺋 ォァゴァオㇱ 樅繈蓧鰭 サ ㇱコセケスクザシ ヂニビギ彳抵赱

竴祲穪筿璈䇳筳 稛祊祲箐

コ ㇱコゲサ 03枡璈{離 ォァゴァオㇱ 珽頓蓧鰭 ザ ㇱコセゲコクジケ
磕䄅筤䇳璈磕筿䈎 稛祊穪箛

ゴ ㇱコゲザ 52樅璈畒䀹矞 ォァゴァオㇱ 閫流蓧鰭 シ ㇱコセゲザクコシ
磕䅣稸璈䇳秇䄅 磕篊穜

サ ㇱシゲゴ 晧署璈z亢 ォァゴァオㇱ は㎆蓧❸ ス ㇱコセゲザクゴゴ
穪稛窊璈磕穙筿 䆿箐祊稛筤䇳䅣

ザ ㇱゲゲゴ 胥も璈㏈⑼ ォァゴァオㇱ 霏跏樅ゅ蓧彳 ジ ㇱコセゲシクゲケ
窂祊礥祊璈筿𥞩䄅 祊种窹䄅稛

シ ㇱサゲゴ 嘆樸璈ç84 ォァゴァオㇱ 椻■戻蓧怡 ズ ㇱコセゲスクスサ
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䄅稛祘篊璈䇳磹笮 䄅𥮲磾穪礥磹禡

ス ㇱザゲザ 戻滿璈は滯 ォァゴァオㇱ 庁楯皀《蓧庁 コ ㇱコセコザクケゴ
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蒜〛ァ悄敕ァスケケヮ蒜〛ァ悄敕ァスケケヮ蒜〛ァ悄敕ァスケケヮ蒜〛ァ悄敕ァスケケヮ 着敏ァㇱ ゲゴグスグケシァゲコセサケァォァゴ04ァコ膲コァオㇱ
ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケシァゲザセザケァㇱ

蹙鑚嘆旄ぇ埴ァㇱ コセケジクザゲァ樸ゅ璈璈17ァ鰭爍ァ戻⑼暑籗戻賣琢1/7ァコケケズァ彳便
0ば嘆旄ぇ埴ァㇱ コセケズクゴスァ椌霓璈2/9鮓敕ァ鰭爍籗蹶樅ァコケケゴァ盆虜滿
彳抵ぇ埴ァㇱ コセゲケクケコァ咩衷璈凅əァ鰭爍籗鮗奪ァコケゲケァ㋹濯衷梛

璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺

ヒァォヒヶモロリョリユュァャケ゚ァヱロモヤユオァセァ奭哲癉瞟矞禍箆
ヲァォヲヶモロリョリユュァャケ゚ァンユヴヶロヵオァセァ𥫣箐䅈癉瞟矞禍箆

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケシァゲコセザズセゴケ

璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺

ヂニビァセァ0ば嘆旄ぇ埴
彳抵赱ァセァ彳抵赱ぇ埴

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケシァゲコセザズセゴケ
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桎墓摩舢
ぇ埴端潰舢

奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 バンュク ぇ埴 賠i
稛祊䇳穙璈穪筕筿筁𥞴篖竌 祲篖礐磹秖𥮲祘祲磹篖

ゲ ㇱゲゲシ 琄隰璈郛40筁𥞴篖竌 ォァコァオㇱ ろ48悄旄㾱蓧彳 ゲゴ ㇱサセコサクシゴ
稛窂祊璈𥧔稕筿 礥𥧔筿窂筿

コ ㇱコゲジ ゅ嘆璈漾曚 ォァコァオㇱ 椌褫遊蓧鰭 ゲコ ㇱサセコスクゴザ
窊种祊篊璈筿筳磾 祊稛祧䆴箐

ゴ ㇱザゲシ ガ滿璈䀹䁘畽 ォァゴァオㇱ ⑱淀蓧庁 サ ㇱサセコスクジス
秂穪磾璈筳䇮 䆿箐礥祊筿窂筿

サ ㇱコゲス 癆ホ璈彗 ォァコァオㇱ 烋樸遊蓧鰭 シ ㇱサセゴゲクシス
筿窂筿璈筿秇䄅 稛穙𥧔䆿祘种

ザ ㇱコゲシ 遊璈40㌶漾 ォァゴァオㇱ ー褫陬蓧鰭 ゴ ㇱサセゴコクジコ
篊稛窂笽璈筕筕禴 𥞴篖箛礥祊

シ ㇱゲゲジ ㎣淚璈駱敕 ォァゴァオㇱ 幽裘奪蓧彳 ザ ㇱサセゴズクゲゴ
𥧔筁箐璈磕礥磹 祊筿磕䄅穜

ジ ㇱゴゲシ 褫闌璈42 ォァコァオㇱ 琢52㎆蓧藁 ジ ㇱサセサゴクズゲ
稛禡磾稸璈䇳磹箛 种筦磾祘祲磹篖

ス ㇱザゲス ワ不璈は鮓 ォァゴァオㇱ 毒旄㾱蓧庁 ス ㇱサセササクシサ
稛窂祊璈筳箛 筿窂祲稸

ズ ㇱシゲシ ゅ嘆璈離鮓 ォァコァオㇱ 靱旅蓧❸ ゲス ㇱサセサザクシコ
筤窂祘篊璈箛禴 禴磾窂篖

ゲケ ㇱシゲジ 顰滿璈X敕 ォァコァオㇱ っ遊蓧❸ ゲザ ㇱサセサシクコゴ
䅈礐窂祘璈磕礥磹 祊种窹䆿祘种

ゲゲ ㇱサゲジ 鑽鯲璈畒疢畱 ォァゴァオㇱ 椻■陬蓧怡 コ ㇱサセサシクスス
筕箛筤䅈璈窂窂禴 稛磹𥞴磹

ゲコ ㇱサゲシ 鴈晧璈怡め敕 ォァゴァオㇱ 彳耨蓧怡 ゲサ ㇱサセサスクコザ
竴祲窹筤种璈䇳筤 窂篖秂磾

ゲゴ ㇱシゲス 03霓璈は稚 ォァゴァオㇱ 遊舜蓧❸ ズ ㇱサセサスクズズ
窂祊秖䇳璈秇筤 筿窬穜祊

ゲサ ㇱゲゲス 嘆歹璈㊌瓧 ォァコァオㇱ 歔屏蓧彳 ゲケ ㇱサセサズクゲサ
䄅竌璈䆴䈎窂 祊种䆴箐

ゲザ ㇱサゲス 燐賠璈邯め ォァコァオㇱ ㈲淀蓧怡 ゲジ ㇱサセザケクゲシ
筤祧璈磕祊箛 种筕祘筕

ゲシ ㇱザゲジ 秒鑵璈畒㽷瞤 ォァコァオㇱ 託觥蓧庁 ゲゲ ㇱサセザゴクコケ
稛祊磹种璈秇稸祊 穪磾磹篖

ゲジ ㇱゴゲス 琄ú璈㌶î徒 ォァコァオㇱ 騷k蓧藁 ゲ ㇱサセザザクサス
䆴种筕穪璈䆴䈎祊 穪磾䈇磾

ゲス ㇱゴゲジ ㌍鑚璈邯埀 ォァゴァオㇱ 陬繈蓧藁 ゲシ ㇱサセザザクズシ

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケジァゲサセゴサセザケ

璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺

蹙鑚嘆旄ぇ埴ァㇱ サセゲズクサシァ03ゅ璈鐚通ァ鰭爍籗xv40戻ァコケゲケァ4/11胥
0ば嘆旄ぇ埴ァㇱ サセゲズクサシァ03ゅ璈鐚通ァ鰭爍籗xv40戻ァコケゲケァ4/11胥
彳抵ぇ埴ァㇱ サセコケクシサァ琄隰鑒筁𥞴篖竌ァ彳悗籗ろ48悄旄㾱ァコケゲコァ拓雄

箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪

0𦥯𦣪嘖0ば嘆旄餮f淋典テ彳抵璈絆琢レ臘癮使ァボゲゴザケゲジケゴマ 樅旅璈瀕領
陬0〉滲漱瑰殺湊苗囮絆琢レ臘寢ァボコザゴケサケマ 挽ゅ璈軛疵

蒜〛ァ悄敕ァゲザケケヮ蒜〛ァ悄敕ァゲザケケヮ蒜〛ァ悄敕ァゲザケケヮ蒜〛ァ悄敕ァゲザケケヮ ゲゴグスグケジァゲサセコザァㇱ
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奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i 奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
窂祊穙祊璈窂穙䄅 穪䈇窂祊秖筦磾䈇篖 䇳䄅璈䅈𥞩窂 䆿䇮秖稛祊礥祊

ゲ ㇱゲゲズ 嘆領璈め鏤 ォァゴァオㇱ わ嘆友嗔蓧彳 ゴ ㇱゲサクゲシ ヒ ゲ ㇱコゲズ N璈瘃瘘𤺋 ォァゴァオㇱ 懃0珽奪蓧鰭 ゴ ㇱゲサクゲズ ヒ
𥞴䄅璈䆴䈎祊 磹𥫤䄅䅣磹 磕䇳𥧔璈䈎窂 𥞴磹箛𥮲磾

コ ㇱココゲ 輸璈邯椻 ォァゴァオㇱ 衷廉瞭蓧鰭 サ ㇱゲサクサゴ ヒ コ ㇱゲコゲ 徃褫璈Ñめ ォァゴァオㇱ ガ䉤蓧彳 シ ㇱゲサクサケ ヒ
种礥篖璈箛禴 礥礥䅈筿 窂祊秖璈秇䄅 磕篊穜

ゴ ㇱザゲズ 岑堠璈X敕 ォァゴァオㇱ 彳撤蓧庁 ジ ㇱゲサクジゴ ヒ ゴ ㇱシゲズ 嘆汲璈蹣フ ォァゴァオㇱ は㎆蓧❸ サ ㇱゲサクジゴ ヒ
稛窂祊璈䆴䈎窂 筕箛筤䇳筿窂筿 穙笯磹璈穪䄅 穵磾种种筹

サ ㇱシコケ ゅ嘆璈繈め ォァコァオㇱ 晤樅遊蓧❸ ザ ㇱゲザクケケ ヲ サ ㇱザコゲ 墫衷璈旃漾 ォァゴァオㇱ 輪睚1/6蓧庁 ザ ㇱゲザクケザ ヲ
篊䅣璈祲䈎筿 筿祊秇 禴窹筤种璈磕筤祊 祊篊磹䅣磹窊

ザ ㇱサコケ 藁ゅ璈陋79 ォァコァオㇱ 濯十八蓧怡 コ ㇱゲザクコザ ヲ ザ ㇱサコゲ 椌霓璈疸08 ォァゴァオㇱ 芦淋0忠蓧怡 ジ ㇱゲザクジス
筿䅈璈䆿祊䈎 种箐䆴䇳 礥祊筕穪璈䆴䈎祊 祊𥞴磹

シ ㇱゴコケ 濯餘璈皧㽷矞 ォァゴァオㇱ ɔ⒈蓧藁 シ ㇱゲシクジシ シ ㇱゴコゲ 樸鑚璈塀徉 ォァゴァオㇱ 芦ガ蓧藁 コ ㇱゲジクケス

ゴ04ゴ04ゴ04ゴ04

奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
窂祊筁箐璈箵磹窂 磹窹箐䄅窊种

ゲ ㇱゲコケ 嘆闌璈饀怡 ォァゴァオㇱ 83鑵ガ蓧彳 ゴ ㇱゲサクサザ ヒ
篊稛笽璈箛祊禴 种祊䇳窊种

コ ㇱココケ ㎣使璈裘徒敕 ォァゴァオㇱ 捴⅘ガ蓧鰭 サ ㇱゲサクジコ ヒ
禴䅣䇳璈䅈𥞩 窂祘礥祊秇篖

ゴ ㇱザコケ 姫ó璈過 ォァゴァオㇱ 摩樸濯蓧庁 ザ ㇱゲサクジゴ ヒ
祊篊稛窊璈筕礐 礥礥䅏

サ ㇱサゲズ 滿も璈ソ ォァコァオㇱ 彳朗蓧怡 コ ㇱゲザクゴジ
䇳穙筤䇳璈箐箐 禴笮祲

ザ ㇱシコゲ 隰樅璈㏄璙 ォァゴァオㇱ ⓪戻蓧❸ ジ ㇱゲザクザサ
䈇种䅣璈磹穙䄅 种箐䆴䇳

シ ㇱゴゲズ 燐ゅ璈Ⅷ漾 ォァゴァオㇱ ɔ⒈蓧藁 シ ㇱゲザクズゲ

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケジァゲコセゲサセサシ

ヒァォヒヶモロリョリユュァャケ゚ァヱロモヤユオァセァ奭哲癉瞟矞禍箆
ヲァォヲヶモロリョリユュァャケ゚ァンユヴヶロヵオァセァ𥫣箐䅈癉瞟矞禍箆

徉）ァォガゲクザァヮグヴオ

璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺

徉）ァォガケクジァヮグヴオ 徉）ァォガゲクゲァヮグヴオ

蹙鑚嘆旄ぇ埴ァㇱ ゲゴクザシァ咩ゅ磹箵籞窬礥祧筕篖穵ァ陬庁籗ツ漱嗔ァコケゲコァ彗癮歹
0ば嘆旄ぇ埴ァㇱ ゲゴクシスァ髷淀璈㊌鏤ァ庁楯籗庁楯貭讙ァコケケズァガ庁鼬
彳抵ぇ埴ァㇱ ゲゴクズジァ髷淀璈㊌鏤ァ庁楯籗庁楯貭讙ァコケケズァ4/11胥

蒜〛ァ悄敕ァゲケケヮド蒜〛ァ悄敕ァゲケケヮド蒜〛ァ悄敕ァゲケケヮド蒜〛ァ悄敕ァゲケケヮド
着敏ァㇱ ゲゴグスグケジァゲコセケケァォァゴ04ァゴ膲ゴァオㇱ
╪ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケジァゲゴセケザァォァコ04ァゴ膲コァオㇱ
ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケジァゲサセケザァㇱ

箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪

0𦥯𦣪嘖0ば嘆旄餮f淋典テ彳抵璈絆琢レ臘癮使ァボゲゴザケゲジケゴマ 桎墓摩舢 樅旅璈瀕領
陬0〉滲漱瑰殺湊苗囮絆琢レ臘寢ァボコザゴケサケマ ぇ埴端潰舢 挽ゅ璈軛疵
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ゲ04ゲ04ゲ04ゲ04 コ04コ04コ04コ04

奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i 奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
䇳䄅璈䅈𥞩窂 䆿䇮秖稛祊礥祊 窂祊穙祊璈窂穙䄅 穪䈇窂祊秖筦磾䈇篖

ゲ ㇱコゲズ N璈瘃瘘𤺋 ォァゴァオㇱ 懃0珽奪蓧鰭 サ キ゚ㇱゲサクゲザ ヒ ゲ ㇱゲゲズ 嘆領璈め鏤 ォァゴァオㇱ わ嘆友嗔蓧彳 ザ ㇱゲサクコゲ ヒ
窂祊筁箐璈箵磹窂 磹窹箐䄅窊种 磕䇳𥧔璈䈎窂 𥞴磹箛𥮲磾

コ ㇱゲコケ 嘆闌璈饀怡 ォァゴァオㇱ 83鑵ガ蓧彳 ザ キ゚ㇱゲサクゴザ ヒ コ ㇱゲコゲ 徃褫璈Ñめ ォァゴァオㇱ ガ䉤蓧彳 シ ㇱゲサクザゴ ヒ
禴䅣䇳璈䅈𥞩 窂祘礥祊秇篖 𥞴䄅璈䆴䈎祊 磹𥫤䄅䅣磹

ゴ ㇱザコケ 姫ó璈過 ォァゴァオㇱ 摩樸濯蓧庁 ゴ キ゚ㇱゲサクザザ ヒ ゴ ㇱココゲ 輸璈邯椻 ォァゴァオㇱ 衷廉瞭蓧鰭 サ ㇱゲサクザス ヒ
篊稛笽璈箛祊禴 种祊䇳窊种 窂祊秖璈秇䄅 磕篊穜

サ ㇱココケ ㎣使璈裘徒敕 ォァゴァオㇱ 捴⅘ガ蓧鰭 シ キ゚ㇱゲサクザザ ヲ サ ㇱシゲズ 嘆汲璈蹣フ ォァゴァオㇱ は㎆蓧❸ ジ ㇱゲサクシケ ヲ
稛窂祊璈䆴䈎窂 筕箛筤䇳筿窂筿 种礥篖璈箛禴 礥礥䅈筿

ザ ㇱシコケ ゅ嘆璈繈め ォァコァオㇱ 晤樅遊蓧❸ ジ キ゚ㇱゲザクケジ ザ ㇱザゲズ 岑堠璈X敕 ォァゴァオㇱ 彳撤蓧庁 ゴ ㇱゲサクジザ
穙笯磹璈穪䄅 穵磾种种筹 篊䅣璈祲䈎筿 筿祊秇

シ ㇱザコゲ 墫衷璈旃漾 ォァゴァオㇱ 輪睚1/6蓧庁 コ キ゚ㇱゲザクケズ シ ㇱサコケ 藁ゅ璈陋79 ォァコァオㇱ 濯十八蓧怡 コ ㇱゲザクジザ

奭哲 ハヰク レ臘k隣 旄烝 脉榧 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i
窂祊穙祊璈窂穙䄅 穪䈇窂祊秖筦磾䈇篖

ゲ ㇱゲゲズ 嘆領璈め鏤 ォァゴァオㇱ わ嘆友嗔蓧彳 ザ ㇱゲサクケゲ
䇳䄅璈䅈𥞩窂 䆿䇮秖稛祊礥祊

コ ㇱコゲズ N璈瘃瘘𤺋 ォァゴァオㇱ 懃0珽奪蓧鰭 ジ ㇱゲサクコサ
窂祊筁箐璈箵磹窂 磹窹箐䄅窊种

ゴ ㇱゲコケ 嘆闌璈饀怡 ォァゴァオㇱ 83鑵ガ蓧彳 シ ㇱゲサクゴコ
磕䇳𥧔璈䈎窂 𥞴磹箛𥮲磾

サ ㇱゲコゲ 徃褫璈Ñめ ォァゴァオㇱ ガ䉤蓧彳 サ ㇱゲサクゴザ
篊稛笽璈箛祊禴 种祊䇳窊种

ザ ㇱココケ ㎣使璈裘徒敕 ォァゴァオㇱ 捴⅘ガ蓧鰭 コ ㇱゲサクサシ
𥞴䄅璈䆴䈎祊 磹𥫤䄅䅣磹

シ ㇱココゲ 輸璈邯椻 ォァゴァオㇱ 衷廉瞭蓧鰭 ズ ㇱゲサクザゲ
窂祊秖璈秇䄅 磕篊穜

ジ ㇱシゲズ 嘆汲璈蹣フ ォァゴァオㇱ は㎆蓧❸ ゴ ㇱゲサクザゴ
禴䅣䇳璈䅈𥞩 窂祘礥祊秇篖

ス ㇱザコケ 姫ó璈過 ォァゴァオㇱ 摩樸濯蓧庁 ス ㇱゲサクシゴ

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケジァゲゴセゲコセゴケ

璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺

徉）ァォガゲクゲァヮグヴオ

キ゚ァォキ゚リワュァモヴヴリヴヵオァセァ9徉理i
ヒァォヒヶモロリョリユュァャケ゚ァヱロモヤユオァセァ奭哲癉瞟矞禍箆
ヲァォヲヶモロリョリユュァャケ゚ァンユヴヶロヵオァセァ𥫣箐䅈癉瞟矞禍箆

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケジァゲゴセゲコセゴケ

璻ァ╪ゃ眠ァ璺璻ァ╪ゃ眠ァ璺璻ァ╪ゃ眠ァ璺璻ァ╪ゃ眠ァ璺

徉）ァォガコクサァヮグヴオ 徉）ァォガケクゴァヮグヴオ

蹙鑚嘆旄ぇ埴ァㇱ ゲゴクザシァ咩ゅ磹箵籞窬礥祧筕篖穵ァ陬庁籗ツ漱嗔ァコケゲコァ彗癮歹
0ば嘆旄ぇ埴ァㇱ ゲゴクシスァ髷淀璈㊌鏤ァ庁楯籗庁楯貭讙ァコケケズァガ庁鼬
彳抵ぇ埴ァㇱ ゲゴクズジァ髷淀璈㊌鏤ァ庁楯籗庁楯貭讙ァコケケズァ4/11胥

蒜〛ァ悄敕ァゲケケヮド蒜〛ァ悄敕ァゲケケヮド蒜〛ァ悄敕ァゲケケヮド蒜〛ァ悄敕ァゲケケヮド
着敏ァㇱ ゲゴグスグケジァゲコセケケァォァゴ04ァゴ膲ゴァオㇱ
╪ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケジァゲゴセケザァォァコ04ァゴ膲コァオㇱ
ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケジァゲサセケザァㇱ

箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪

0𦥯𦣪嘖0ば嘆旄餮f淋典テ彳抵璈絆琢レ臘癮使ァボゲゴザケゲジケゴマ 桎墓摩舢 樅旅璈瀕領
陬0〉滲漱瑰殺湊苗囮絆琢レ臘寢ァボコザゴケサケマ ぇ埴端潰舢 挽ゅ璈軛疵
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ゲ04ゲ04ゲ04ゲ04 コ04コ04コ04コ04

奭哲 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i 奭哲 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i

ゲ サ ㇱザコクゲズ ヒ ゲ ゴ ㇱザケクスジ ヒァ鴈跚彳抵赱
筤䇳筕穪璈箛禴 䅈祧筕穪璈䇳窂祊

ㇱコサス 樅鑚璈M敕 ォァコァオㇱ ㇱコゴジ 閹鑚璈粽わ ォァコァオㇱ
稛祊种䇳璈秖筦箛磕 䇳穙筕穪璈稸秇

ㇱコケゴ 琄歹璈梹M瀦 ォァゲァオㇱ ㇱコゴス 隰鑚璈幽亢 ォァゲァオㇱ
礥祊䅣璈祊窂 禴窊种璈稛䇳䄅

ㇱコサズ 樸ゅ璈わ怡 ォァゲァオㇱ ㇱコゴズ 椌ガ璈ｸ ォァゲァオㇱ
窂祊磹璈磕禴 礥祲𥧔璈箛礥篖

ㇱコザケ 嘆衷璈瀦敕 ォァコァオㇱ ㇱコサケ 恃褫璈à堠 ォァコァオㇱ

コ ゴ ㇱザコクコゲ ヲ コ サ ㇱザゲクスジ ヲ
䆴𥞴祘篊璈筳磾祊 礐䅣璈磕祊箛

ㇱゲゴジ 摩も滿璈離椻 ォァコァオㇱ ㇱゲサジ 〉ゅ璈钁裘 ォァコァオㇱ
筤䇳䅣璈䇳筳 种䇳䅣璈禴筳䇮

ㇱゲケコ 樅ゅ璈{ょ ォァゲァオㇱ ㇱゲサス 歹ゅ璈焜彗 ォァゲァオㇱ
䆴筤祊篊璈筳磾窂 筁箐稛璈筿筳

ㇱゲゴス 蹣滿璈迭怡 ォァゲァオㇱ ㇱゲサズ 闌ゅ璈曚被 ォァゲァオㇱ
窊穖稛璈窂穙筿 种䇳磾稸璈磕䄅

ㇱゲゴズ 赱ゅ璈め蠻 ォァコァオㇱ ㇱゲザケ 歹不璈邵 ォァコァオㇱ

ゴ シ ㇱザコクシケ ゴ ザ ㇱザコクゴス ヲ
筤䅈䅣璈筿䆴䈎 磾礐䅣璈秇䄅

ㇱシサシ 鴇ゅ璈40輳 ォァコァオㇱ ㇱサゴジ 鶇ゅ璈蹣㋹ ォァコァオㇱ
种筿𥞩璈筿穵箛 筕箛篊䄅璈筤禴

ㇱシサジ ⎬靱璈g裘 ォァゲァオㇱ ㇱサゴス 鴈4璈瓧敕 ォァゲァオㇱ
䄅种䅣璈箛𥮲磾 窂祊磹璈䆿窂禴

ㇱシサス 櫟ゅ璈⒠ ォァゲァオㇱ ㇱサゴズ 嘆衷璈蹙怡敕 ォァゲァオㇱ
稛䄅璈筿筳 窬穜璈磕䅈祊

ㇱシサズ ⅺ璈鑷14 ォァコァオㇱ ㇱサケザ 馮㎆璈軛蹙椻 ォァコァオㇱ

サ コ ㇱザゴクケス サ シ ㇱザコクスサ
筕箛祊篊璈筳箛 祊篊秇䄅璈窂箛礐

ㇱササコ 鴈滿璈離M ォァコァオㇱ ㇱシサケ 芦殤璈絨粽 ォァコァオㇱ
磹禡祘筿璈秇窂 磹祊磹璈䇳窂筿

ㇱササゴ 《琢璈亢め ォァゲァオㇱ ㇱシサゲ ʁɒ璈粽鑷 ォァゲァオㇱ
竴祲䅣璈祊礥䈎 䇳穙䈇种璈箛禴

ㇱサササ 03ゅ璈巌 ォァゲァオㇱ ㇱシサコ 隰燐璈X敕 ォァゲァオㇱ
穟箐礥璈筳䄅 穙祊筕穪璈磕筤禴

ㇱササザ 梛楙璈離漾 ォァコァオㇱ ㇱシゲコ 屏鑚璈26敕 ォァコァオㇱ

ザ ザ ㇱザゴクコゲ ザ コ ㇱザゴクザズ
窂祊稸璈磕䅈祊 筤箛筿𥞩璈窂礥祊

ㇱザゴジ 嘆坿璈畒瘃㽷 ォァコァオㇱ ㇱザザコ 退靱璈`徒 ォァコァオㇱ
筿稛窊璈䆿祊箛 磹稊笽璈秇䄅

ㇱザサゲ コも璈皧㽷瞤 ォァゲァオㇱ ㇱザザケ 1/7使璈㊌漾 ォァゲァオㇱ
磾礐䅣璈磕筿 䆴筤种璈筿筳

ㇱザサケ 鶇ゅ璈粽40 ォァゲァオㇱ ㇱザザゲ 霓璈40迭 ォァゲァオㇱ
䄅稛璈磕筤窬 秇穪磾璈稸笮

ㇱザケシ 凅彌璈92堠 ォァコァオㇱ ㇱザザゴ 轍ホ璈幽賭 ォァコァオㇱ

シ ジ ㇱザサクスシ シ ジ ㇱザザクスジ
礥祊璈筳箛 磹䇳种璈磕篖窂

ㇱゴザコ 樸璈䁘瞤 ォァコァオㇱ ㇱゴサゴ 超霤璈闃め ォァコァオㇱ
䆿箼稛璈秇祲箐禴 祊䇮䅣璈䅈𥞩祊

ㇱゴザケ 猝ゅ璈驟敕 ォァゲァオㇱ ㇱゴササ 秩ゅ璈過椻 ォァゲァオㇱ
筕箛磾稸璈䆴䈎筿 秇祊筕穪璈𥧔磕

ㇱゴザサ 晤不璈邯40 ォァゲァオㇱ ㇱゴサザ 埔鑚璈鑒粽 ォァゲァオㇱ
䄅种筕穪璈秖筦箛 祊篊禕稸璈种筦箛

ㇱゴサズ 櫟鑚璈>裘 ォァコァオㇱ ㇱゴサシ 滿旅璈钁M ォァコァオㇱ

箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪
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徹旄烝ァ悄敕ァサク゚ゲケケヮビ徹旄烝ァ悄敕ァサク゚ゲケケヮビ徹旄烝ァ悄敕ァサク゚ゲケケヮビ徹旄烝ァ悄敕ァサク゚ゲケケヮビ 着敏ァㇱ ゲゴグスグケシァゲゴセケケァォァゴ04ァゲ膲ザァオㇱ
ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケシァゲシセケケァㇱ

蹙鑚嘆旄ぇ埴ァㇱ サジクゴケァ襯敕籗淀ミ籗ゅ嘆籗圓衷ァ嬋ó籗鑛丄瀧ァコケケズァ彳便
0ば嘆旄ぇ埴ァㇱ サジクズゲァ⑰◥籗縫ゅ籗薩衷籗ガ闌ァ鰭爍籗曖唹ァゲズズスァ盆虜滿
彳抵ぇ埴ァㇱ ザケクスジァ閹鑚籗隰鑚籗椌ガ籗恃褫ァ鰭爍籗o衷ァコケゲゴァ漱瑰

璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺

稸籞筁隣 稸籞筁隣
秇篖䈇磾 磕箐磹

樅繈蓧鰭 o衷蓧鰭

䈇磾𥞴磹 秇祲筤禴𥧔䆴窂

揜㋐蓧彳 亢痀睼痝癮08蓧彳

䆿禴窬筿窂筿 磾窬竌

疵馮遊蓧❸ め輩蓧怡

禴磾箛𥮲磾 筕箛筤䇳䄅稛

熏䉤蓧怡 晤樅戻蓧❸

祊篖种筦磾 箐祲笮祲

娘毒蓧庁 ㎲戻蓧庁

禴秇䅣祘礥祊 祊筿穪篖䅣

虜轍ゅ奪蓧藁 琢枡ゅ蓧藁
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ゴ04ゴ04ゴ04ゴ04

奭哲 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i

ゲ ゴ ㇱザケクズザ ヒァ鴈跚彳抵赱
磾礐𥧔璈筿筳

ㇱシコシ 琢褫璈40ゝ ォァコァオㇱ
秇窐䄅璈筿窂筿

ㇱシケコ ね樶璈40怡曚 ォァゲァオㇱ
种窹稛璈稸磕䄅

ㇱシゴジ 顱ゅ璈幽酩 ォァゲァオㇱ
䈇种𥧔璈种礥箛

ㇱシケサ 燐褫璈糧れ ォァコァオㇱ

コ サ ㇱザゲクジゲ ヲ
筁箐祊筿璈筳䄅

ㇱコサザ 闌琢璈ょ旃 ォァコァオㇱ
禴磾穜䄅璈磕筿

ㇱコケゲ 琢鏤璈瀦40 ォァゲァオㇱ
𥧔𥞴璈䇳筿

ㇱコササ 褫朗璈鬳鑷 ォァゲァオㇱ
篊秇篖璈䆴䈎祊

ㇱコサシ 藁濯璈皕矞㽷 ォァコァオㇱ

ゴ シ ㇱザコクココ ヲ
祊篊秇䄅璈筳磾祊

ㇱザサシ 滿殤璈離08 ォァコァオㇱ
篊稛窂笽璈穙筿䄅

ㇱザササ ㎣淚璈楯焙 ォァゲァオㇱ
磹𥧔磾礐璈磕𥞩筿

ㇱザサゴ 衷琢璈畒瘘䀹 ォァゲァオㇱ
种箼筤䇳璈磕磹窂

ㇱザサス 姙樅璈粽怡 ォァコァオㇱ

サ ザ ㇱザコクサス
筕箛璈磕祊箛

ㇱゲサコ 鴈璈畒㽷瞤 ォァコァオㇱ
秇祊𥧔璈窂窂筿

ㇱゲケゲ 埔褫璈宅⑼ ォァゲァオㇱ
磾礐𥧔筤䇳璈筳磾箛

ㇱゲサゴ 琢𥧔樅璈笂裘 ォァゲァオㇱ
种筿𥞩璈筳箛磕

ㇱゲササ ⎬靱璈䁘瞤畒 ォァコァオㇱ

ザ コ ㇱザゴクジゲ
礥稸璈筳𥞩䄅

ㇱササシ ǎ郛璈齏鏤 ォァコァオㇱ
竴秖稛璈筿秇穪

ㇱササジ ホゅ璈40裘 ォァゲァオㇱ
䅈篊䆴箐璈磕筳筁

ㇱササス バけ淀璈賭彗 ォァゲァオㇱ
䄅祲礥祊璈筕筕

ㇱサケサ ね樸璈ソ璙 ォァコァオㇱ

シ ジ ㇱザサクジザ
种䇳䅣璈窂筳

ㇱゴゴジ 歹ゅ璈めょ ォァコァオㇱ
䆴𥞴祘篊璈䆿窂

ㇱゴゴス 摩も滿璈悴め ォァゲァオㇱ
筤䇳筕穪璈秇祲箐

ㇱゴゴズ 樅鑚璈㊌42 ォァゲァオㇱ
窂祊稛窊璈秇稸礐

ㇱゴサケ 嘆も璈8/11〉 ォァコァオㇱ

稸籞筁隣
䆿䈇种

蹙燐蓧❸

磹𥫤䄅䅣磹

衷廉瞭蓧鰭

窂祘礥祊秇篖

摩樸濯蓧庁

稛秖箛

ゅ椹蓧彳

稛磹𥞴磹

彳耨蓧怡

篊祊筤䇳䆿祘种

ヲァォヲヶモロリョリユュァャケ゚ァンユヴヶロヵオァセァ𥫣箐䅈癉瞟矞禍箆
彳抵赱ァセァ彳抵赱ぇ埴

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケジァケズセコジセサゲ

藁辿樅陬蓧藁

ヒァォヒヶモロリョリユュァャケ゚ァヱロモヤユオァセァ奭哲癉瞟矞禍箆

- 54 -



桎墓摩舢
ぇ埴端潰舢

着敏ァㇱ

ゃ眠ァㇱ

ゲ04ゲ04ゲ04ゲ04
奭哲 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i

ゲ シ ㇱザケクゴシ 鴈跚彳抵赱
䅈祧筕穪璈䇳窂祊

ㇱコゴジ 閹鑚璈粽わ ォァコァオㇱ
䇳穙筕穪璈稸秇

ㇱコゴス 隰鑚璈幽亢 ォァゲァオㇱ
禴窊种璈稛䇳䄅

ㇱコゴズ 椌ガ璈ｸ ォァゲァオㇱ
礥祲𥧔璈箛礥篖

ㇱコサケ 恃褫璈à堠 ォァコァオㇱ

コ ザ ㇱザケクザズ 鴈跚彳抵赱
磾礐𥧔璈筿筳

ㇱシコシ 琢褫璈40ゝ ォァコァオㇱ
秇窐䄅璈筿窂筿

ㇱシケコ ね樶璈40怡曚 ォァゲァオㇱ
种窹稛璈稸磕䄅

ㇱシゴジ 顱ゅ璈幽酩 ォァゲァオㇱ
䈇种𥧔璈种礥箛

ㇱシケサ 燐褫璈糧れ ォァコァオㇱ

ゴ ジ ㇱザゲクザシ
筤䇳筕穪璈箛禴

ㇱコサス 樅鑚璈M敕 ォァコァオㇱ
稛祊种䇳璈秖筦箛磕

ㇱコケゴ 琄歹璈梹M瀦 ォァゲァオㇱ
礥祊䅣璈祊窂

ㇱコサズ 樸ゅ璈わ怡 ォァゲァオㇱ
窂祊磹璈磕禴

ㇱコザケ 嘆衷璈瀦敕 ォァコァオㇱ

サ ズ ㇱザゲクシケ
礐䅣璈磕祊箛

ㇱゲサジ 〉ゅ璈钁裘 ォァコァオㇱ
种䇳䅣璈禴筳䇮

ㇱゲサス 歹ゅ璈焜彗 ォァゲァオㇱ
筁箐稛璈筿筳

ㇱゲサズ 闌ゅ璈曚被 ォァゲァオㇱ
种䇳磾稸璈磕䄅

ㇱゲザケ 歹不璈邵 ォァコァオㇱ

ザ ス ㇱザゲクスジ
䆴𥞴祘篊璈筳磾祊

ㇱゲゴジ 摩も滿璈離椻 ォァコァオㇱ
筤䇳䅣璈䇳筳

ㇱゲケコ 樅ゅ璈{ょ ォァゲァオㇱ
䆴筤祊篊璈筳磾窂

ㇱゲゴス 蹣滿璈迭怡 ォァゲァオㇱ
窊穖稛璈窂穙筿

ㇱゲゴズ 赱ゅ璈め蠻 ォァコァオㇱ

シ コ ㇱザコクサケ
祊篊秇䄅璈筳磾祊

ㇱザサシ 滿殤璈離08 ォァコァオㇱ
篊稛窂笽璈穙筿䄅

ㇱザササ ㎣淚璈楯焙 ォァゲァオㇱ
磹𥧔磾礐璈磕𥞩筿

ㇱザサゴ 衷琢璈畒瘘䀹 ォァゲァオㇱ
种箼筤䇳璈磕磹窂

ㇱザサス 姙樅璈粽怡 ォァコァオㇱ

ジ ゴ ㇱザコクジズ
磾礐䅣璈秇䄅

ㇱサゴジ 鶇ゅ璈蹣㋹ ォァコァオㇱ
筕箛篊䄅璈筤禴

ㇱサゴス 鴈4璈瓧敕 ォァゲァオㇱ
窂祊磹璈䆿窂禴

ㇱサゴズ 嘆衷璈蹙怡敕 ォァゲァオㇱ
窬穜璈磕䅈祊

ㇱサケザ 馮㎆璈軛蹙椻 ォァコァオㇱ

ギ サ ヅヒ ビゲ
筁箐祊筿璈筳䄅

ㇱコサザ 闌琢璈ょ旃 ォァコァオㇱ
禴磾穜䄅璈磕筿

ㇱコケゲ 琢鏤璈瀦40 ォァゲァオㇱ
𥧔𥞴璈䇳筿

ㇱコササ 褫朗璈鬳鑷 ォァゲァオㇱ
篊秇篖璈䆴䈎祊

ㇱコサシ 藁濯璈皕矞㽷 ォァコァオㇱ

箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪

0𦥯𦣪嘖0ば嘆旄餮f淋典テ彳抵璈絆琢レ臘癮使ァボゲゴザケゲジケゴマ 樅旅璈瀕領
陬0〉滲漱瑰殺湊苗囮絆琢レ臘寢ァボコザゴケサケマ 挽ゅ璈軛疵

徹旄烝ァ悄敕ァサク゚ゲケケヮビ徹旄烝ァ悄敕ァサク゚ゲケケヮビ徹旄烝ァ悄敕ァサク゚ゲケケヮビ徹旄烝ァ悄敕ァサク゚ゲケケヮビ ゲゴグスグケシァゲゴセケケァォァゴ04ァゲ膲ザァオㇱ
ゲゴグスグケシァゲシセケケァㇱ

蹙鑚嘆旄ぇ埴ァㇱ サジクゴケァ襯敕籗淀ミ籗ゅ嘆籗圓衷ァ嬋ó籗鑛丄瀧ァコケケズァ彳便
0ば嘆旄ぇ埴ァㇱ サジクズゲァ⑰◥籗縫ゅ籗薩衷籗ガ闌ァ鰭爍籗曖唹ァゲズズスァ盆虜滿

彳抵ぇ埴ァㇱ ザケクスジァ閹鑚籗隰鑚籗椌ガ籗恃褫ァ鰭爍籗o衷ァコケゲゴァ漱瑰

璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺

稸籞筁隣
磕箐磹

o衷蓧鰭

䆿䈇种

蹙燐蓧❸

秇篖䈇磾

樅繈蓧鰭

秇祲筤禴𥧔䆴窂

亢痀睼痝癮08蓧彳

䈇磾𥞴磹

揜㋐蓧彳

窂祘礥祊秇篖

摩樸濯蓧庁

磾窬竌

め輩蓧怡

磹𥫤䄅䅣磹

衷廉瞭蓧鰭

ヅヒァォヅリヴヒヶモロリョリユュオァセァ徙駟
ビゲァセァォゲオ藘䕃薁籗蕻䕃蘑蛃䕃籗𦿷蛃䕃蛁通弸𤹪蘑蛃藙蛁蘑蛑𦿸痮瘓
彳抵赱ァセァ彳抵赱ぇ埴

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケジァケスセコジセサコ
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ゲ04ゲ04ゲ04ゲ04 コ04コ04コ04コ04

奭哲 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i 奭哲 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i

ゲ ザ ㇱサズクゴコ ヒ ゲ ザ ㇱサズクシコ ヒ
窂祊筁箐璈窬磹 䅣磹禴祲璈窂穙筿

ㇱコザジ 嘆闌璈桍 ォァコァオㇱ ㇱコザゴ 彳鰶璈怡㎆40 ォァゴァオㇱ
䈇窬筁箐璈䄅𥮲磾禴 礥礥秇䄅璈筿秇穪

ㇱコザス う闌璈庁敕 ォァゴァオㇱ ㇱコケサ 彳殤璈40楯 ォァコァオㇱ
筿穙筤䇳璈礐箛 磾礐䆴箐璈筳箛祊

ㇱコザズ 肘樅璈霤裘 ォァコァオㇱ ㇱコザサ 琢淀璈ょ鮓徒 ォァゴァオㇱ
䄅种筕穪璈篊祊窂 穙筤䇳璈磕礥磹

ㇱコケジ 櫟鑚璈40怡 ォァゴァオㇱ ㇱコゲケ ㎆樅璈07 ォァゴァオㇱ

コ シ ㇱザケクココ ヲ コ ゴ ㇱサズクジゲ ヲ
䇳穙筁箐璈䈎祊 磹䄅璈磕磹禴

ㇱゲザシ 隰闌璈伀わ ォァゴァオㇱ ㇱシケゲ 廡樶璈畒畱痝 ォァゲァオㇱ
穪稛窊璈筳磾筿 䇳礐䅣璈䆿穪筿

ㇱゲゲコ 胥も璈▅⑼ ォァゴァオㇱ ㇱシゲゲ 縫ゅ璈Ð ォァコァオㇱ
穪稛窊璈磕穙筿 䇳筿筤璈筿笮

ㇱゲゲゴ 胥も璈㏈⑼ ォァゴァオㇱ ㇱシケジ 戻朞璈40滯 ォァゴァオㇱ
竴秖篊箐璈禴窂穙 秇祊稛璈秇祲箐

ㇱゲザジ ホ淀璈椌彜 ォァゴァオㇱ ㇱシケシ 悗ゅ璈驟 ォァコァオㇱ

ゴ ゴ ㇱザケクゴサ ゴ シ ㇱサズクズズ ヲ
礥礥䆴箐璈磕𥞩筿 礥𥧔䆴箐璈䄅䈇筿

ㇱザザス 彳淀璈畒瘘䀹 ォァコァオㇱ ㇱゲシケ 椌褫淀璈⎬40 ォァゴァオㇱ
秇磹穪磾璈箛秇 䄅䅣璈箵磹箐篖

ㇱザザジ 貮ホ璈裘㊌ ォァコァオㇱ ㇱゲケズ 杼ゅ璈饀㏄ ォァゴァオㇱ
䆴箐䅣璈磹𥞩筿 磹秇筤䇳璈筿笮

ㇱザコジ 淀ゅ璈藁菟 ォァゴァオㇱ ㇱゲシゲ ュ樅璈40XIII ォァゴァオㇱ
䈇种䅣璈窂穙笮 筤窂祧䅣璈窂礥𥧔

ㇱザケジ 燐ゅ璈彜滯 ォァゴァオㇱ ㇱゲシコ 顰ゅ璈宅徑誕 ォァコァオㇱ

サ サ ㇱザケクジザ サ サ ㇱザケクコサ ヲ
祲箐筕穪璈箛笮 禴䇳穙璈竴筿窂

ㇱサシケ 頓鑚璈M賭 ォァコァオㇱ ㇱザシゲ 椌隰璈糧怡 ォァゴァオㇱ
䆴䈎䄅璈䇳筿祊 禴窊种璈䇳筳

ㇱサケジ 輳鑵璈鬳曚鼎 ォァゴァオㇱ ㇱザゲケ 虜ガ璈{笂 ォァゴァオㇱ
穙筁箐璈秇䄅 𥧔禕稸璈秖筦篖

ㇱサザジ ㎆闌璈㌶漾 ォァゴァオㇱ ㇱザシゴ 褫旅璈㊐ ォァゴァオㇱ
䈇种祊篊璈穪筕筿 礥𥧔璈祊窂禴

ㇱサザシ 燐滿璈離⑼ ォァコァオㇱ ㇱザシサ 椌褫璈椻め敕 ォァゴァオㇱ

ザ コ ㇱザゲクコジ ザ ジ ㇱザゲクゲジ
筁箐禴种璈䇳筿禴 筤䇳筕穪璈箵窂

ㇱシザザ 闌ǎ璈{40敕 ォァゴァオㇱ ㇱサシゲ 樅鑚璈過怡 ォァゴァオㇱ
䆿箼𥧔璈稸窂穙 稛礥璈秇礐

ㇱシザシ 猝褫璈幽彜 ォァゴァオㇱ ㇱサシコ ゅ楙璈㊌⇄ ォァコァオㇱ
窊种筁箐璈筿笮 𥧔筁箐璈䆴䈎䆿

ㇱシゲケ ガ闌璈40XIII ォァゴァオㇱ ㇱサシゴ 褫闌璈輳蹙 ォァコァオㇱ
穙穙礐璈穪筕祊 筳磾礥祊璈䇳磹

ㇱシケズ 六〉璈鐔椻 ォァゴァオㇱ ㇱサゲケ 2/9樸璈は⇄ ォァゴァオㇱ

シ ジ ㇱザコクジゲ シ コ ㇱザコクサコ
祲祧窐䄅璈穪筕禴 礥祊䅣璈祊箛篖

ㇱゴザザ 躑ネ璈鐔敕 ォァゴァオㇱ ㇱゴシゲ 樸ゅ璈彜雰 ォァゴァオㇱ
祲䅈𥧔䄅璈筤䅈𥧔 筤䇳䅣璈磕䅈祊

ㇱゴケシ 黔璈桍誕 ォァコァオㇱ ㇱゴシコ 樅ゅ璈軛徒 ォァコァオㇱ
䆴稛种稛璈稸窂筿 竴秖篊箐璈筕礐祊

ㇱゴザシ は託璈郛め40 ォァコァオㇱ ㇱゴゲコ ホ淀璈ソ椻 ォァコァオㇱ
𥧔禕稸璈磕筤祊 礐𥧔筕穪璈祊笮

ㇱゴケス 褫旅璈92椻 ォァゴァオㇱ ㇱゴケジ 齶鑚璈埀XIII ォァゴァオㇱ

芦ガ蓧藁 檢箆蓧藁

祊𥞴磹 磹篊穧

滲コ晤樅蓧❸ 愔螭蓧怡

磹稸箛穙筕箛筤䇳 磕䅈祊

6岑蓧怡 陬ä蓧庁

祊稛种礥 穪磾䄅

樸殤蓧庁 亢痀睼痝癮08蓧彳

礥祊秌䄅 秇祲筤禴𥧔䆴窂

霏跏樅ゅ蓧彳 遊舜蓧❸

䆿箐祊稛筤䇳䅣 窂篖秂磾

彳淀蓧鰭 旄貭蓧鰭

0ば嘆旄ぇ埴ァㇱ サジクズゲァ⑰◥籗縫ゅ籗薩衷籗ガ闌ァ鰭爍籗曖唹ァゲズズスァ盆虜滿
彳抵ぇ埴ァㇱ サスクシスァ⑰◥籗縫ゅ籗薩衷籗ガ闌ァ鰭爍籗曖唹ァゲズズスァ謷𥧔《

璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺璻ァ着敏ァ璺

稸籞筁隣 稸籞筁隣
礥礥䆴箐 祘祲𥫤篖

蒜〛ァ悄敕ァサク゚ゲケケヮビ蒜〛ァ悄敕ァサク゚ゲケケヮビ蒜〛ァ悄敕ァサク゚ゲケケヮビ蒜〛ァ悄敕ァサク゚ゲケケヮビ 着敏ァㇱ ゲゴグスグケジァゲケセコケァォァゴ04ァゲ膲ザァオㇱ
ゃ眠ァㇱ ゲゴグスグケジァゲザセケザァㇱ

蹙鑚嘆旄ぇ埴ァㇱ サジクゴケァ襯敕籗淀ミ籗ゅ嘆籗圓衷ァ嬋ó籗鑛丄瀧ァコケケズァ彳便

箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪

0𦥯𦣪嘖0ば嘆旄餮f淋典テ彳抵璈絆琢レ臘癮使ァボゲゴザケゲジケゴマ 桎墓摩舢 樅旅璈瀕領
陬0〉滲漱瑰殺湊苗囮絆琢レ臘寢ァボコザゴケサケマ ぇ埴端潰舢 挽ゅ璈軛疵
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ゴ04ゴ04ゴ04ゴ04

奭哲 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i

ゲ ザ ㇱサズクココ ヒ
䆴稛𥧔璈竴筿礐

ㇱゲザゴ 68ゅ褫璈巌穰 ォァコァオㇱ
祲箼𥞩筿璈秇筤

ㇱゲケス 鰶撤璈㊌瓧 ォァゴァオㇱ
磕䇳𥧔璈䈎窂

ㇱゲコゲ 徃褫璈Ñめ ォァゴァオㇱ
秇秇䄅璈磕𥞩秇

ㇱゲケジ 轍璙鑵璈鬢 ォァゴァオㇱ

コ シ ㇱサズクズサ ヲ
磹秖箛璈筳磹

ㇱコシサ 停椹璈ゝ做 ォァゴァオㇱ
竴秖篊箐璈秇筤

ㇱコケス ホ淀璈㌶T ォァゴァオㇱ
秂穪磾䅣璈磕礥磹

ㇱコシゴ 癆ホゅ璈07 ォァゴァオㇱ
筕箛秇䄅璈筳磹窂

ㇱコシコ 鴈殤璈14め ォァゴァオㇱ

ゴ サ ㇱザケクシケ
䄅种禕稸璈穟䈎筿

ㇱザジゲ 櫟旅璈ä40 ォァコァオㇱ
礥磾秇祊璈秇礐禴

ㇱザジケ ‘埔璈㌶穰敕 ォァコァオㇱ
筤䇳种稛璈秇䄅

ㇱザシス 樅託璈亢フ ォァゴァオㇱ
竴祲磹璈磕箛秇

ㇱザシジ 03衷璈徃⒠㌶ ォァゴァオㇱ

サ コ ㇱザケクシゴ
种䅣璈筳筿祊

ㇱシケゴ 徳徂璈瑜62 ォァゲァオㇱ
窂祊秖璈秇䄅

ㇱシゲズ 嘆汲璈蹣フ ォァゴァオㇱ
礥祊秖䇳璈䆴䈎窂

ㇱシコズ 樸歹璈嘆怡 ォァゴァオㇱ
磕䅣稸璈䇳秇䄅

ㇱシゲゴ 晧署璈z亢 ォァゴァオㇱ

ザ ゴ ㇱザゲクズコ
礥礥秇䄅璈磕筳筿

ㇱサザゲ 彳ɲ璈畒䁘䀹 ォァゴァオㇱ
秇祊䄅筕穪璈磹穙䄅

ㇱサゲゲ 齷鑚璈貮 ォァゴァオㇱ
磾䅈䄅璈筳磾祊

ㇱサザコ V隗璈島彜 ォァゴァオㇱ
稛䆴箐璈筿祊

ㇱサザサ ゅ淀璈曚徒 ォァコァオㇱ

シ ジ ㇱザコクズゴ
窊种秇祊璈筳䄅禴

ㇱゴシジ ガ埔璈焜敕 ォァゴァオㇱ
䆿祘种筤䇳璈䇳筳禴

ㇱゴゲケ 陬樅璈{笂敕 ォァゴァオㇱ
磹种窹种璈窂窂筿

ㇱゴシス ú㌍璈怡窗 ォァゴァオㇱ
䆴种筕穪璈窂窂筿

ㇱゴシズ ㌍鑚璈怡違40 ォァゴァオㇱ

ヲァォヲヶモロリョリユュァャケ゚ァンユヴヶロヵオァセァ𥫣箐䅈癉瞟矞禍箆

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケジァゲケセゴコセザサ

騷k蓧藁

ヒァォヒヶモロリョリユュァャケ゚ァヱロモヤユオァセァ奭哲癉瞟矞禍箆

椻■蓧怡

穪磾磹篖

は㎆蓧❸

祊种窹

姙戻蓧庁

磕篊穜

曖唹蓧鰭

秖𥮲磾笮祲

ガ䉤蓧彳

笮磾穧篖

稸籞筁隣
𥞴磹箛𥮲磾
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桎墓摩舢
ぇ埴端潰舢

着敏ァㇱ

ゃ眠ァㇱ

ゲ04ゲ04ゲ04ゲ04
奭哲 蚝䕃蛁 ぇ埴 賠i

ゲ ザ ㇱサスクズザ
窂祊筁箐璈窬磹

ㇱコザジ 嘆闌璈桍 ォァコァオㇱ
䈇窬筁箐璈䄅𥮲磾禴

ㇱコザス う闌璈庁敕 ォァゴァオㇱ
筿穙筤䇳璈礐箛

ㇱコザズ 肘樅璈霤裘 ォァコァオㇱ
䄅种筕穪璈篊祊窂

ㇱコケジ 櫟鑚璈40怡 ォァゴァオㇱ

コ シ ㇱサズクゲス
䅣磹禴祲璈窂穙筿

ㇱコザゴ 彳鰶璈怡㎆40 ォァゴァオㇱ
礥礥秇䄅璈筿秇穪

ㇱコケサ 彳殤璈40楯 ォァコァオㇱ
磾礐䆴箐璈筳箛祊

ㇱコザサ 琢淀璈ょ鮓徒 ォァゴァオㇱ
穙筤䇳璈磕礥磹

ㇱコゲケ ㎆樅璈07 ォァゴァオㇱ

ゴ サ ㇱサズクゴサ
䆴稛𥧔璈竴筿礐

ㇱゲザゴ 68ゅ褫璈巌穰 ォァコァオㇱ
祲箼𥞩筿璈秇筤

ㇱゲケス 鰶撤璈㊌瓧 ォァゴァオㇱ
磕䇳𥧔璈䈎窂

ㇱゲコゲ 徃褫璈Ñめ ォァゴァオㇱ
秇秇䄅璈磕𥞩秇

ㇱゲケジ 轍璙鑵璈鬢 ォァゴァオㇱ

サ ジ ㇱサズクシコ
磹䄅璈磕磹禴

ㇱシケゲ 廡樶璈畒畱痝 ォァゲァオㇱ
䇳礐䅣璈䆿穪筿

ㇱシゲゲ 縫ゅ璈Ð ォァコァオㇱ
䇳筿筤璈筿笮

ㇱシケジ 戻朞璈40滯 ォァゴァオㇱ
秇祊稛璈秇祲箐

ㇱシケシ 悗ゅ璈驟 ォァコァオㇱ

ザ ズ ㇱサズクスジ
礥𥧔䆴箐璈䄅䈇筿

ㇱゲシケ 椌褫淀璈⎬40 ォァゴァオㇱ
䄅䅣璈箵磹箐篖

ㇱゲケズ 杼ゅ璈饀㏄ ォァゴァオㇱ
磹秇筤䇳璈筿笮

ㇱゲシゲ ュ樅璈40XIII ォァゴァオㇱ
筤窂祧䅣璈窂礥𥧔

ㇱゲシコ 顰ゅ璈宅徑誕 ォァコァオㇱ

シ ス ㇱサズクズコ
磹秖箛璈筳磹

ㇱコシサ 停椹璈ゝ做 ォァゴァオㇱ
竴秖篊箐璈秇筤

ㇱコケス ホ淀璈㌶T ォァゴァオㇱ
秂穪磾䅣璈磕礥磹

ㇱコシゴ 癆ホゅ璈07 ォァゴァオㇱ
筕箛秇䄅璈筳磹窂

ㇱコシコ 鴈殤璈14め ォァゴァオㇱ

ジ コ ㇱザケクゲコ
䇳穙筁箐璈䈎祊

ㇱゲザシ 隰闌璈伀わ ォァゴァオㇱ
穪稛窊璈筳磾筿

ㇱゲゲコ 胥も璈▅⑼ ォァゴァオㇱ
穪稛窊璈磕穙筿

ㇱゲゲゴ 胥も璈㏈⑼ ォァゴァオㇱ
竴秖篊箐璈禴窂穙

ㇱゲザジ ホ淀璈椌彜 ォァゴァオㇱ

ス ゴ ㇱザケクザジ
禴䇳穙璈竴筿窂

ㇱザシゲ 椌隰璈糧怡 ォァゴァオㇱ
禴窊种璈䇳筳

ㇱザゲケ 虜ガ璈{笂 ォァゴァオㇱ
𥧔禕稸璈秖筦篖

ㇱザシゴ 褫旅璈㊐ ォァゴァオㇱ
礥𥧔璈祊窂禴

ㇱザシサ 椌褫璈椻め敕 ォァゴァオㇱ

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケジァゲザセゲケセコシ

穪磾䄅

陬ä蓧庁

䆿箐祊稛筤䇳䅣

霏跏樅ゅ蓧彳

笮磾穧篖

曖唹蓧鰭

秇祲筤禴𥧔䆴窂

亢痀睼痝癮08蓧彳

窂篖秂磾

遊舜蓧❸

𥞴磹箛𥮲磾

ガ䉤蓧彳

祘祲𥫤篖

旄貭蓧鰭

璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺璻ァゃ眠ァ璺

稸籞筁隣
礥礥䆴箐

彳淀蓧鰭

蹙鑚嘆旄ぇ埴ァㇱ サジクゴケァ襯敕籗淀ミ籗ゅ嘆籗圓衷ァ嬋ó籗鑛丄瀧ァコケケズァ彳便

0ば嘆旄ぇ埴ァㇱ サジクズゲァ⑰◥籗縫ゅ籗薩衷籗ガ闌ァ鰭爍籗曖唹ァゲズズスァ盆虜滿

彳抵ぇ埴ァㇱ サスクシスァ⑰◥籗縫ゅ籗薩衷籗ガ闌ァ鰭爍籗曖唹ァゲズズスァ謷𥧔《

箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪箛秌䈎穪箛䅈穪

0𦥯𦣪嘖0ば嘆旄餮f淋典テ彳抵璈絆琢レ臘癮使ァボゲゴザケゲジケゴマ 樅旅璈瀕領
陬0〉滲漱瑰殺湊苗囮絆琢レ臘寢ァボコザゴケサケマ 挽ゅ璈軛疵

蒜〛ァ悄敕ァサク゚ゲケケヮビ蒜〛ァ悄敕ァサク゚ゲケケヮビ蒜〛ァ悄敕ァサク゚ゲケケヮビ蒜〛ァ悄敕ァサク゚ゲケケヮビ ゲゴグスグケジァゲケセコケァォァゴ04ァゲ膲ザァオㇱ
ゲゴグスグケジァゲザセケザァㇱ
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緖亦

ぼ臘豬

祊篖䅣璈稸笮 种祘

4/11ゅ璈幽XIIIォァゴァオ 睚ミ蓧❸

䆿箼窂祊璈筿䆴䈎 磾秖

猝嘆璈濯輳ォァゴァオ 晝汲蓧庁

筤䇳禕稸璈秇箐秇 祊筿禴磾种礐篖

樅旅璈鍮㊌ォァゴァオ 琢っ敕囮蓧鰭

䅈𥞩䄅璈筳䇮 秇篖秂磾

過鑵璈彗ォァゴァオ 濯舜蓧怡

䆿箐𥧔璈筳磾祊 磕祊秇祊䅣磹

烋褫璈ょ彜ォァコァオ ₁埔瞭蓧彳

祊篊𥞴璈筳𥧔 祊种窹䆿祘种

滿朗璈ゝ誕ォァゴァオ 椻■陬蓧怡

礥祊䅣璈䇳笮 筤䅈

樸ゅ璈{滯ォァゴァオ 褫㌃蓧❸

穪䄅穪磾璈筿笮禴 祊稛稛

迯潰璈40鴇敕ォァゴァオ 孅ゅ蓧❸

磾箐种䇳璈筿筳磾 礥礥礐

⒐歹璈40縢ォァゴァオ 彳霤蓧庁

䅈𥞩䄅璈箛窂 稛祊穙筿

過鑵璈裘怡ォァゴァオ 珽G蓧藁

礥礥磹种璈䆴䈎窂 窂篖稊磾

彳ú璈嘆めォァコァオ 遊驅蓧庁

䆴䇳秌䄅璈䆿窂禴 禴磾箛𥮲磾

惕ɲ璈蹙め敕ォァゴァオ っ䉤蓧鰭

穪祲箛璈筿䄅 窬筤祘篊秂

盂母璈40Ⅷォァゴァオ 枹榮滿虫蓧彳

䈇种䅣璈秖筦箛 䆿䇮秖稛祊礥祊

燐ゅ璈Ⅷàォァゴァオ 懃0珽奪蓧鰭

筿𥞩禕稸璈䆿箼礐 䄅篖䅣磹篊祊筤䇳

靱旅璈ゝ簔ォァゴァオ 0彳藁辿樅蓧藁

礥礥窊种璈磕筤筿 种䄅禩

彳ガ璈26貭ォァゴァオ 瑟託蓧怡

䄅𥧔种稛璈祊礥箛 穪䈇窂祊䄅筦磾

鑵託璈彜hォァコァオ わ嘆池蓧彳

稛䄅璈秇祲箐 祊窂筤

ⅺ璈痠痀瞢ォァコァオ 襯榮蓧藁

臃ァセァ窾䅈

栾ァセァ鐚亦

パヰキ゚ユンユュァャケ゚ァヂヵラロユヵユビモワレリワヨクヤヰヮァㇱㇱㇱㇱァヱンリワヵリワヨァセァコケゲゴグケスグケジァゲザセケゴセザゲ

蝙ゲァセァぼ臘14霙疰逗癮寢淋𤩍ゅ疆瘃矞蹙鑚ギ←ぇ𥆩瘓皕る陵砅ぇ評屢癉ぇ評瘃矞璒膅鐚亦ぼ臘楉栾𤩍緖亦ぼ臘楉⓸𤩍徙駟楉ヅヒ𤩍靭寢楉ヅハピ𤩍窾䅈楉臃𤩍ぼ臘譌鯔楉臛𤩍ぇ埴𤺋痮楉ハノ䐢

蝙コァセァ彳抵赱ぇ埴𤩍蹙鑚赱ぇ埴𤺋癁睘賠i屢砅母ぁ痮瘳ぇ評瘃矞璒

⓸ァセァ緖亦ぼ臘

ケ ゲス

ゲジ

ゲケ ㇱゴコゴ ヰ ク゚ク゚ク゚

ㇱゲクサザ

ㇱゲクサケ

ゲシ ㇱゲコゴ ク゚ヰ ク゚ヰ ク゚ク゚ク゚

ㇱゲクサザ ケ ゲシゴ ㇱサコサ ヰ ク゚ヰ ク゚ク゚ク゚

ㇱゲクサザ ゲ ゲザコ ㇱゴコサ ク゚ヰ ヰ ク゚ク゚ク゚

ㇱゲクサザ ケ ゲゴ

ゲゴ

ゲゲ ㇱココゴ ギ ヰ ク゚ク゚ク゚

ㇱゲクサザ ケズ ㇱゲコサ ヰ ヰ ク゚ク゚ク゚

ㇱゲクザケ ゲ ゲコゲ ㇱコココ ギ ク゚ヰ ク゚ヰ ク゚ク゚ク゚

ㇱゲクザゴ ケ ゲゲザ ㇱザコサ ギ ヰ ヰ ヰ ク゚ク゚ク゚

ㇱゲクザシ ゴ ゲケク゚ク゚ク゚

ズ

ゲシ ㇱゴココ ギ ヰ ク゚ヰ ク゚ク゚ヰ ク゚ク゚ヰ

ㇱゲクザシ ゲク゚ク゚ヰ ク゚ク゚ク゚ゲゴ ㇱザコゴ ギ ヰ ク゚ヰ ヰ

ㇱゲクザシ ゲ スス ㇱシコゴ ギ ヰ ヰ ク゚ヰ ク゚ヰ ク゚ク゚ク゚

ㇱゲクザシ ゲ シゲサ ㇱシコサ ギ ヰ ク゚ヰ ヰ ヰ ク゚ク゚ク゚

ㇱゲクザシ ゲ シク゚ク゚ク゚

ザ

ゲコ ㇱサコゴ ギ ヰ ヰ ク゚ヰ ヰ

ㇱゲクザシ ケヰ ク゚ク゚ク゚ゲジ ㇱゲココ ギ ヰ ヰ ヰ

ㇱゲクザズ コ サゲザ ㇱサココ ギ ヰ ヰ ヰ ク゚ク゚ヰ ク゚ヰ ク゚ク゚ク゚

ㇱゲクザズ ゲ ゴク゚ク゚ク゚

9盆ぼ臘癉瞟矞

ゲス ㇱココサ ヰ ヰ ヰ ヰ ク゚ヰ ヰ

ㇱゲクシコ ゲ コク゚ヰ ク゚ク゚ヰ ク゚ク゚ク゚

ゲ 9盆ぼ臘癉瞟矞

ジ ㇱザココ ギ ヰ ヰ ヰ ヰ

ㇱゲクシゴ ゲク゚ヰ ヰ ク゚ク゚ヰ ク゚ク゚ク゚サ ㇱシココ ギ ヰ ヰ ヰ

奭哲 癧珵 賠iㇱゲクサケ ㇱゲクサザ ㇱゲクザケ ㇱゲクザゴ ㇱゲクザシ ㇱゲクザズ ㇱゲクシコバンュク ハヰク レ臘k隣 脉榧

ぼ臘

鏘珽ぇ埴ㇱゲクシザ

レ臘寢隣 陬0〉滲漱瑰殺湊苗囮絆琢レ臘寢ァボコザゴケサケマ 端柏嗹典隣 0ば嘆旄餮典テ’Q ぇ埴芻疆桎墓佻ú㌍璈鬳敕

彳縫璈郛稚
明慱迯庖璈ァゲコセゴケァ璈02嫡迯庖璈璈璈ゲサセゴシ

レ臘抵隣 0𦥯𦣪嘖0ば嘆旄餮f淋典テ彳抵璈絆琢レ臘癮使ァボゲゴザケゲジケゴマ 絆誘隣 ❸ミ絆琢レ臘誘抵ァボコザマ ぇ埴端潰 挽ゅ璈軛疵

箛秌䈎穪箛秌䈎穪箛秌䈎穪箛秌䈎穪

ⅺ¥ 蒜〛ァ悄敕ァǍ珽4ァゃ眠 鑢蹙籗迯庖
コケゲゴグスグジ

桎墓摩
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穪穖𥫣ス

ぼ臘奭

稛禡磾稸璈䇳筤 窂祘𥞴

ワ不璈{瓧ォァゴァオ 摩朗蓧彳

磹稸䆴箐璈禴穪𥧔 磾䇮穜

滲淀璈p誕ォァゴァオ 髷㎆蓧庁

秇篊箐祧璈磕筿 礥穪禴筤䇳秇篖

鹹鑵璈瀦40ォァゴァオ う樅濯蓧庁

箛𥮲磾𥧔璈箛禴 稛磹秖

ヸ褫璈X敕ォァゴァオ 徂坿蓧藁

𥧔秖箛璈䇳筳 祲𥞩䆴窊种

褫椹璈{ょォァゴァオ 黔リガ蓧彳

禴筤䇳璈䆴䈎祊 稛祊祲箐

椌樅璈輳椻ォァゴァオ 珽頓蓧鰭

䆴种筕穪璈礐筿箛 种祊稛

㌍鑚璈穰曚鮓ォァゴァオ 睚跏蓧鰭

䆴箐䅣璈磹𥞩筿 礥祊秌䄅

淀ゅ璈藁菟ォァゴァオ 樸殤蓧庁

窂篖𥫤璈秖筦箛 禴笮祲

遊使璈>àォァゴァオ ⓪戻蓧❸

祊篊䆴箐璈䆴窂 禡磹䇮磹祘祲磹篖

滿淀璈臺めォァゴァオ 儕軛旄㾱蓧鰭

磾礐𥧔璈筿筳 䆿䈇种

琢褫璈40ゝォァコァオ 蹙燐蓧❸

䈇种䆴箐璈磕筤祊 䈇穵祘篊

燐淀璈9208ォァゴァオ ⒣滿蓧彳

磾䇮穜璈磕筤祊 䅣磹穪磾

髷㎆璈疸椻ォァコァオ 彳陬蓧❸

种筿𥞩璈窂窂 窊穖种篖

⎬靱璈怡璙ォァゴァオ 蹙禍蓧藁

窂祊秖䇳璈箵磹窂 穟篖箛䄅稛

嘆浚璈饀めォァゴァオ 徃X戻蓧怡

礥秌䄅璈筿礥 䇮磹䈇磾

楙ɲ璈40hォァゴァオ 軛♤蓧藁

窹篖穵磾璈筿窂筿 禴礥箛筤䇳窊种

埔陬璈40窗ォァコァオ 購樅ガ蓧怡

种祊穪璈箛笮 穟穜祊筤䇳

韴胥璈裘XIIIォァコァオ 潭屏樅蓧怡

箛秌䈎穪箛秌䈎穪箛秌䈎穪箛秌䈎穪

ⅺ¥ 蒜〛ァ悄敕ァǍ濮4ァゃ眠 鑢蹙籗迯庖
コケゲゴグスグシ

桎墓摩 彳縫璈郛稚
明慱迯庖璈ァゲゲセケケァ璈02嫡迯庖璈ァゲコセザケァ璈

レ臘抵隣 0𦥯𦣪嘖0ば嘆旄餮f淋典テ彳抵璈絆琢レ臘癮使ァボゲゴザケゲジケゴマ 絆誘隣 ❸ミ絆琢レ臘誘抵ァボコザマ ぇ埴端潰 挽ゅ璈軛疵

レ臘寢隣 陬0〉滲漱瑰殺湊苗囮絆琢レ臘寢 端柏嗹典隣 0ば嘆旄餮典テ’Q ぇ埴芻疆桎墓佻 椌霓璈⑵40

バンュク ハヰク レ臘k隣 脉榧
ぼ臘

ゴ嘖癮鏘珽ぇ埴
ぼ臘

鏘珽ぇ埴 奭哲 癧珵 賠i
ゲ コ ゴ サ ザ シ

ゲシ ㇱゲコザ ㇱザクザコ ギケクゴㇱ ㇱ⓸ ㇱㇱ ㇱザクジコ ガコクサㇱ ㇱザクジコ ガコクサㇱ ス ㇱ⓸ ㇱㇱ ㇱザクゴケ ㇱケクケㇱ ㇱザクゴズ ガゲクシㇱ キ゚ㇱザクジコ ガコクサㇱ ゲ 苗ィセザクザコォギケクゴオ

ゲザ ㇱザコザ ㇱザクザズ ギケクスㇱ ㇱザクシサ ギゲクサㇱ ㇱザクサザ ガコクシㇱ ㇱザクシサ ギゲクサㇱ シ ㇱ⓸ ㇱㇱ ㇱザクジゲ ギゲクザㇱ ㇱ⓸ ㇱㇱ ㇱザクジゲ ギゲクザㇱ コ 𥞴祊篖穵癉瞟矞

ズ ㇱザコシ ㇱザクジゲ ガケクシㇱ ㇱザクサジ ガケクゲㇱ ㇱザクサス ガコクゲㇱ ㇱザクジゲ ガケクシㇱ ジ ㇱザクシケ ギゲクジㇱ ㇱ⓸ ㇱㇱ ㇱゴクコジ ガゲクシㇱ ㇱザクジゲ ガケクシㇱ ゴ 𥞴祊篖穵癉瞟矞

ゲジ ㇱゴコザ ㇱザクケズ ガゲクシㇱ ㇱザクゲゴ ギゲクジㇱ ㇱザクコゴ ガコクサㇱ ㇱザクコゴ ガコクサㇱ コ ㇱザクゲス ガケクザㇱ ㇱザクココ ガゲクザㇱ ㇱザクサゲ ガコクスㇱ キ゚ㇱザクサゲ ガコクスㇱ サ 苗ィセザクココォゲクザオ

ゲゲ ㇱゲコシ ㇱザクゴズ ガゲクコㇱ ㇱ⓸ ㇱㇱ ㇱザクゴス ガゲクズㇱ ㇱザクゴズ ガゲクコㇱ ザ ㇱザクゴズ ガゲクザㇱ ㇱ⓸ ㇱㇱ ㇱザクゴス ガケクコㇱ ㇱザクゴズ ガゲクコㇱ ザ

ジ ㇱココザ ㇱ⓸ ㇱㇱ ㇱサクスジ ガゲクシㇱ ㇱザクゴス ガゴクケㇱ ㇱザクゴス ガゴクケㇱ サ ㇱザクコゴ ガゲクコㇱ ㇱザクゲズ ガゲクコㇱ ㇱ⓸ ㇱㇱ キ゚ㇱザクゴス ガゴクケㇱ シ 苗ィセザクコゴォゲクコオ

ゲ ㇱココジ ㇱ⓸ ㇱㇱ ㇱ⓸ ㇱㇱ ㇱザクゴザ ガゲクシㇱ ㇱザクゴザ ガゲクシㇱ ゴ ㇱザクコシ ガコクゲㇱ ㇱザクゴケ ガケクジㇱ ㇱザクゲス ガケクスㇱ ㇱザクゴザ ガゲクシㇱ ジ

サ ㇱザコジ ㇱザクゲジ ガゲクズㇱ ㇱザクケサ ㇱケクケㇱ ㇱザクゲザ ギケクゲㇱ ㇱザクゲジ ガゲクズㇱ ゲ ㇱザクコス ガケクザㇱ ㇱ⓸ ㇱㇱ ㇱザクコザ ギゲクゲㇱ ㇱザクコス ガケクザㇱ ス

ス ㇱシコジ ㇱ⓸ ㇱㇱ ㇱ⓸ ㇱㇱ ㇱザクケス ガゲクゴㇱ ㇱザクケス ガゲクゴㇱ ㇱㇱ ㇱㇱ ㇱㇱ ㇱザクケス ガゲクゴㇱ ズ
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期日・時刻 審判長
競技場名 記録主任

陸協名 記録担当審判員

Ord. No. 競技者名 所属 100mH 走高跳 砲丸投 200m 合計得点 順位 備考
シュレスタ　マヤ トモブチ  14.76 (+0.5)  1.58  12.11 w 26.57 (+3.2)

シュレスタ　まや( 3 ) 友渕･大 874 [874] 712 [1586] 668 [2254] 748 [3002]
カワグチ　マヤ フルエダイ  15.10 (-0.4)  1.55  11.92 w 26.26 (+3.2)

川口　真弥( 3 ) 古江台･大 828 [828] 678 [1506] 656 [2162] 775 [2937]
ヤオ　カナミ ヒメジタカオカ  15.37 (-0.5)  1.52  10.93 w 26.63 (+3.2)

八尾　果奈実( 3 ) 姫路高丘･兵 793 [793] 644 [1437] 591 [2028] 743 [2771]
ムラオ　リナ クラクエン  15.31 (-0.4)  1.49  9.06 w 26.54 (+3.2)

村尾　理菜( 3 ) 苦楽園･兵 801 [801] 610 [1411] 468 [1879] 751 [2630]
ウマウリ　モエカ カシハラ  15.48 (+0.5)  1.43  10.60 w 26.82 (+3.2)

馬賣　萌花( 3 ) 橿原･奈 779 [779] 544 [1323] 569 [1892] 727 [2619]
カトウ　マオ ノトガワ  15.96 (+0.5)  1.43  11.09 w 26.64 (+3.2)

加藤　真央( 3 ) 能登川･滋 719 [719] 544 [1263] 601 [1864] 742 [2606]
タケウチ　レナ コウベナガサカ  15.06 (+0.5)  1.40  9.40  26.70 (+2.0)
竹内　玲菜( 3 ) 神戸長坂･兵 834 [834] 512 [1346] 490 [1836] 737 [2573]
ノグチ　レイナ コウヨウ  16.42 (-0.5)  1.49  9.09  27.40 (+2.0)
野口　麗奈( 3 ) 光陽･奈 664 [664] 610 [1274] 470 [1744] 679 [2423]
ノノムラ　ミク サクヤコノハナ  17.20 (-0.5)  1.55  10.45  28.53 (+2.0)
野々村　未来( 3 ) 咲くやこの花･大 574 [574] 678 [1252] 559 [1811] 590 [2401]
クワバラ　ミドリ ショウヨウ  16.36 (+0.5)  1.35  11.83  28.41 (+2.0)
桑原　翠( 3 ) 松洋･和 671 [671] 460 [1131] 650 [1781] 599 [2380]
イグチ　トモ サイキョウフゾク  16.42 (-0.5)  1.49  8.88  28.73 (+2.0)
井口　とも( 3 ) 西京附属･京 664 [664] 610 [1274] 456 [1730] 574 [2304]
イケダ　スズカ モモヤマ  15.84 (+0.5)  1.40  8.75  28.30 (+2.0)
池田　涼香( 1 ) 桃山･京 734 [734] 512 [1246] 448 [1694] 607 [2301]
イケモト　ユリ キタウジ  16.19 (-0.4)  1.35  9.21 w 28.02 (+2.1)

池本　有里( 3 ) 北宇治･京 691 [691] 460 [1151] 478 [1629] 629 [2258]
ヤマナカ　リサ タカホ  16.81 (-0.4)  1.30  10.33 w 27.86 (+2.1)

山中　梨紗( 3 ) 高穂･滋 618 [618] 409 [1027] 551 [1578] 642 [2220]
スズキ　サチホ カシワバラ  16.61 (-0.5)  1.35  9.72 w 28.60 (+2.1)

鈴木　幸穂( 3 ) 柏原･滋 641 [641] 460 [1101] 511 [1612] 584 [2196]
アヅマ　ミサキ キイ  16.63 (-0.4)  1.30  9.44 w 28.80 (+2.1)

東妻　実咲( 3 ) 紀伊･和 639 [639] 409 [1048] 493 [1541] 569 [2110]
イオカ　マナミ ツゲ  17.11 (-0.4)  1.35  8.62 w 29.41 (+2.1)

井岡　愛( 3 ) 都祁･奈 584 [584] 460 [1044] 440 [1484] 524 [2008]
スズキ　ユメ ヒダカ  18.82 (-0.5)  1.35  8.77 w 29.15 (+2.1)

鈴木　結女( 3 ) 日高･和 407 [407] 460 [867] 449 [1316] 543 [1859]

リザルトリザルトリザルトリザルト

種目 共通 女子 四種競技 決勝 2013/8/6 森本　昌浩
競技会名 第６２回近畿中学校総合体育大会　陸上競技の部 [13501703] 東近江市布引運動公園陸上競技場 億田　明彦

主催団体名 近畿中学校体育連盟 滋賀陸上競技協会 [25] 杉本喜一郎

1  134  3002 1 大会新

2  135  2937 2 大会新

4  235  2771 3

3  234  2630 4

9  434  2619 5

7  634  2606 6

5  236  2573 7

14  436  2423 8

6  136  2401 9

11  334  2380 10

8  534  2304 11

10  535  2301 12

12  536  2258 13

15  635  2220 14

16  636  2196 15

18  336  2110 16

13  435  2008 17

大会新 : 大会新記録
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17  335  1859 18

w (wind assist) : 追風参考
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審判長：
記録主任：

1組1組1組1組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

シュレスタ　マヤ トモブチ

1  134 シュレスタ　まや ( 3 )  友渕･大 2  14.76 874
タケウチ　レナ コウベナガサカ

2  236 竹内　玲菜 ( 3 )  神戸長坂･兵 4  15.06 834
ウマウリ　モエカ カシハラ

3  434 馬賣　萌花 ( 3 )  橿原･奈 3  15.48 779
イケダ　スズカ モモヤマ

4  535 池田　涼香 ( 1 )  桃山･京 7  15.84 734
カトウ　マオ ノトガワ

5  634 加藤　真央 ( 3 )  能登川･滋 6  15.96 719
クワバラ　ミドリ ショウヨウ

6  334 桑原　翠 ( 3 )  松洋･和 5  16.36 671

2組2組2組2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

カワグチ　マヤ フルエダイ

1  135 川口　真弥 ( 3 )  古江台･大 4  15.10 828
ムラオ　リナ クラクエン

2  234 村尾　理菜 ( 3 )  苦楽園･兵 7  15.31 801
イケモト　ユリ キタウジ

3  536 池本　有里 ( 3 )  北宇治･京 5  16.19 691
アヅマ　ミサキ キイ

4  336 東妻　実咲 ( 3 )  紀伊･和 6  16.63 639
ヤマナカ　リサ タカホ

5  635 山中　梨紗 ( 3 )  高穂･滋 3  16.81 618
イオカ　マナミ ツゲ

6  435 井岡　愛 ( 3 )  都祁･奈 2  17.11 584

3組3組3組3組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

ヤオ　カナミ ヒメジタカオカ

1  235 八尾　果奈実 ( 3 )  姫路高丘･兵 2  15.37 793
イグチ　トモ サイキョウフゾク

2  534 井口　とも ( 3 )  西京附属･京 5  16.42 664
ノグチ　レイナ コウヨウ

2  436 野口　麗奈 ( 3 )  光陽･奈 6  16.42 664
スズキ　サチホ カシワバラ

4  636 鈴木　幸穂 ( 3 )  柏原･滋 4  16.61 641
ノノムラ　ミク サクヤコノハナ

5  136 野々村　未来 ( 3 )  咲くやこの花･大 3  17.20 574
スズキ　ユメ ヒダカ

6  335 鈴木　結女 ( 3 )  日高･和 7  18.82 407

リザルトリストリザルトリストリザルトリストリザルトリスト

第６２回近畿中学校総合体育大会　陸上競技の部 [13501703] 山口　兼司
東近江市布引運動公園陸上競技場 億田　明彦

共通 女子 四種競技 100mH共通 女子 四種競技 100mH共通 女子 四種競技 100mH共通 女子 四種競技 100mH 13/8/06 10:30 ( 3組 ) 

《 決勝 》《 決勝 》《 決勝 》《 決勝 》

風速 (+0.5 m/s)

風速 (-0.4 m/s)
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風速 (-0.5 m/s)
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無効

試技数

イオカ　マナミ ツゲ

井岡　愛( 3 ) 都祁･奈

ヤマナカ　リサ タカホ

山中　梨紗( 3 ) 高穂･滋

カワグチ　マヤ フルエダイ

川口　真弥( 3 ) 古江台･大

イケモト　ユリ キタウジ

池本　有里( 3 ) 北宇治･京

アヅマ　ミサキ キイ

東妻　実咲( 3 ) 紀伊･和

ムラオ　リナ クラクエン

村尾　理菜( 3 ) 苦楽園･兵

ヤオ　カナミ ヒメジタカオカ

八尾　果奈実( 3 ) 姫路高丘･兵

ノノムラ　ミク サクヤコノハナ

野々村　未来( 3 ) 咲くやこの花･大

スズキ　サチホ カシワバラ

鈴木　幸穂( 3 ) 柏原･滋

イグチ　トモ サイキョウフゾク

井口　とも( 3 ) 西京附属･京

ノグチ　レイナ コウヨウ

野口　麗奈( 3 ) 光陽･奈

スズキ　ユメ ヒダカ

鈴木　結女( 3 ) 日高･和

シュレスタ　マヤ トモブチ

シュレスタ　まや( 3 ) 友渕･大

ウマウリ　モエカ カシハラ

馬賣　萌花( 3 ) 橿原･奈

タケウチ　レナ コウベナガサカ

竹内　玲菜( 3 ) 神戸長坂･兵

クワバラ　ミドリ ショウヨウ

桑原　翠( 3 ) 松洋･和

カトウ　マオ ノトガワ

加藤　真央( 3 ) 能登川･滋

イケダ　スズカ モモヤマ

池田　涼香( 1 ) 桃山･京

リザルトリザルトリザルトリザルト

種目 共通 女子 四種競技 走高跳 決勝 期日・時刻
2013/8/6

開始時刻　 12:00 　終了時刻　　　13:45
審判長 大前　智也

競技会名 第６２回近畿中学校総合体育大会　陸上競技の部 [13501703] 陸協名 滋賀陸上競技協会 [25] 記録主任 億田　明彦

競技場名 東近江市布引運動公園陸上競技場 主催団体名 近畿中学校体育連盟 記録担当審判員 八木　睦子

Ord. No. 競技者名 所属

試技

最高記録 1.49  1.52  1.55  1.58 順位 得点 備考 1.20  1.25  1.30  1.35  1.40  1.43  1.46  1.61

1  435 - - - o xxx  1.35 12 460

2  635 - o xxo xxx  1.30 18 409

3  135 - - - - - - o o xo xxo xxx  1.55 3 678

4  536 - - o xxo xxx  1.35 15 460

5  336 o o o xxx  1.30 17 409

6  234 - - - - o o o xo xxx  1.49 6 610

7  235 - - - - xo o o xxo o xxx  1.52 4 644

8  136 - - - - o o o o o o xxx  1.55 2 678

9  636 - - o xo xxx  1.35 14 460

10  534 - - - o o xo xxo xo xxx  1.49 7 610

11  436 - - - - o o xo o xxx  1.49 5 610

12  335 o o xxo xxo xxx  1.35 16 460

13  134 - - - - - - - o o xxo o xxx  1.58 1 712

14  434 - o xo o xo xxo xxx  1.43 8 544

15  236 - o o o xxo xxx  1.40 11 512

16  334 - o o o xxx  1.35 12 460

17  634 - o o xo xo xxo xxx  1.43 8 544

18  535 - o o o  1.40o xxx

× : 無効試技

－ : パス

○ : 有効
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注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（有効試技…○、無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…／、記録なし…NM）

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。
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トップ8

試技順

ヤオ　カナミ ヒメジタカオカ

八尾　果奈実( 3 ) 姫路高丘･兵

ノノムラ　ミク サクヤコノハナ

野々村　未来( 3 ) 咲くやこの花･大

スズキ　サチホ カシワバラ

鈴木　幸穂( 3 ) 柏原･滋

イグチ　トモ サイキョウフゾク

井口　とも( 3 ) 西京附属･京

ノグチ　レイナ コウヨウ

野口　麗奈( 3 ) 光陽･奈

スズキ　ユメ ヒダカ

鈴木　結女( 3 ) 日高･和

シュレスタ　マヤ トモブチ

シュレスタ　まや( 3 ) 友渕･大

ウマウリ　モエカ カシハラ

馬賣　萌花( 3 ) 橿原･奈

タケウチ　レナ コウベナガサカ

竹内　玲菜( 3 ) 神戸長坂･兵

クワバラ　ミドリ ショウヨウ

桑原　翠( 3 ) 松洋･和

カトウ　マオ ノトガワ

加藤　真央( 3 ) 能登川･滋

イケダ　スズカ モモヤマ

池田　涼香( 1 ) 桃山･京

イオカ　マナミ ツゲ

井岡　愛( 3 ) 都祁･奈

ヤマナカ　リサ タカホ

山中　梨紗( 3 ) 高穂･滋

カワグチ　マヤ フルエダイ

川口　真弥( 3 ) 古江台･大

イケモト　ユリ キタウジ

池本　有里( 3 ) 北宇治･京

アヅマ　ミサキ キイ

東妻　実咲( 3 ) 紀伊･和

ムラオ　リナ クラクエン

村尾　理菜( 3 ) 苦楽園･兵

リザルトリザルトリザルトリザルト

種目 共通 女子 四種競技 砲丸投2.72k決勝 期日・時刻
2013/8/6

開始時刻　 14:20 　終了時刻　　　14:51
審判長 森本　昌浩

競技会名 第６２回近畿中学校総合体育大会　陸上競技の部 [13501703] 陸協名 滋賀陸上競技協会 [25] 記録主任 億田　明彦

競技場名 東近江市布引運動公園陸上競技場 主催団体名 近畿中学校体育連盟 記録担当審判員 奥村　智子

Ord. No. 競技者名 所属
試技

3回の最高記録
試技

最高記録 順位 得点 備考
1 2 3 4 5 6

1  235  10.82  10.93  10.89  10.93  10.93 5 591

2  136  10.17  9.83  10.45  10.45  10.45 7 559

3  636  8.27  8.53  9.72  9.72  9.72 9 511

4  534  8.60  8.88  ×  8.88  8.88 15 456

5  436  5.05  8.58  9.09  9.09  9.09 13 470

6  335  7.87  8.06  8.77  8.77  8.77 16 449

7  134  11.76  12.11  ×  12.11  12.11 1 668

8  434  10.28  10.48  10.60  10.60  10.60 6 569

9  236  9.33  9.40  9.25  9.40  9.40 11 490

10  334  9.47  11.72  11.83  11.83  11.83 3 650

11  634  9.04  10.33  11.09  11.09  11.09 4 601

12  535  8.44  8.65  8.75  8.75  8.75 17 448

13  435  8.09  8.62  7.74  8.62  8.62 18 440

14  635  9.42  10.04  10.33  10.33  10.33 8 551

15  135  11.92  11.20  11.09  11.92  11.92 2 656

16  536  ×  9.21  ×  9.21

17  336  8.80  9.44  9.26  9.44

 9.21 12 478

 9.06

 9.44

14 468

10 493

18  234  9.06  7.70  ×

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…／、記録なし…NM）

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

× : 無効試技
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1組1組1組1組 2組2組2組2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考
ヤマナカ　リサ タカホ タケウチ　レナ コウベナガサカ

1  635 山中　梨紗 ( 3 )  高穂･滋 6 w 27.86 642 1  236 竹内　玲菜 ( 3 )  神戸長坂･兵 7  26.70 737
イケモト　ユリ キタウジ ノグチ　レイナ コウヨウ

2  536 池本　有里 ( 3 )  北宇治･京 3 w 28.02 629 2  436 野口　麗奈 ( 3 )  光陽･奈 5  27.40 679
スズキ　サチホ カシワバラ イケダ　スズカ モモヤマ

3  636 鈴木　幸穂 ( 3 )  柏原･滋 7 w 28.60 584 3  535 池田　涼香 ( 1 )  桃山･京 2  28.30 607
アヅマ　ミサキ キイ クワバラ　ミドリ ショウヨウ

4  336 東妻　実咲 ( 3 )  紀伊･和 5 w 28.80 569 4  334 桑原　翠 ( 3 )  松洋･和 3  28.41 599
スズキ　ユメ ヒダカ ノノムラ　ミク サクヤコノハナ

5  335 鈴木　結女 ( 3 )  日高･和 4 w 29.15 543 5  136 野々村　未来 ( 3 )  咲くやこの花･大 6  28.53 590
イオカ　マナミ ツゲ イグチ　トモ サイキョウフゾク

6  435 井岡　愛 ( 3 )  都祁･奈 2 w 29.41 524 6  534 井口　とも ( 3 )  西京附属･京 4  28.73 574

3組3組3組3組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考
カワグチ　マヤ フルエダイ

1  135 川口　真弥 ( 3 )  古江台･大 3 w 26.26 775
ムラオ　リナ クラクエン

2  234 村尾　理菜 ( 3 )  苦楽園･兵 4 w 26.54 751
シュレスタ　マヤ トモブチ

3  134 シュレスタ　まや ( 3 )  友渕･大 7 w 26.57 748
ヤオ　カナミ ヒメジタカオカ

4  235 八尾　果奈実 ( 3 )  姫路高丘･兵 2 w 26.63 743
カトウ　マオ ノトガワ

5  634 加藤　真央 ( 3 )  能登川･滋 6 w 26.64 742
ウマウリ　モエカ カシハラ

6  434 馬賣　萌花 ( 3 )  橿原･奈 5 w 26.82 727

風速 (+2.1 m/s) 風速 (+2.0 m/s)

風速 (+3.2 m/s)

リザルトリストリザルトリストリザルトリストリザルトリスト

第６２回近畿中学校総合体育大会　陸上競技の部 [13501703] 審判長： 山口　兼司
東近江市布引運動公園陸上競技場 記録主任： 億田　明彦

13/8/06 16:20 ( 3組 ) 

《 決勝 》《 決勝 》《 決勝 》《 決勝 》

w (wind assist) : 追風参考
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