
焼政葛室( ) 企嘘◆獣竺誤 鮎の瀬

◆竺誤庚

醤五原聖( )戚虞壱 馬檎 汐嘘庚鉢戚陥. 厩亜 掻推庚鉢仙昔 苧層嘘( )研矢部町 通潤橋
搾茎背 呪弦精 神掘吉 瑛掻廃 汐嘘亜 害焼赤陥. 戚人旭精 醤五原聖( )拭 耕矢部町

掘税 政至生稽辞 「焼政葛室( ) 企嘘」亜 亜背然陥. 耕亀軒朝人( )亜 歯鮎の瀬 緑川
延 燕戚 140 税 切 域溢聖 闇格澗 企嘘税 乞柔精 切尻発井引税 繕鉢研 壕形馬檎m v
辞亀 税須失聖 汗晦惟馬澗 凧重廃 姥繕稽 鞠嬢赤陥. 朝耕原獣徹浦( ) 醤今上益城郡
原聖( )湿陥徹( :賑匂)人 旭精 原聖税矢部町 千滝
呪惟走姥( )研 責澗 鉦 税 耕亀軒朝人( ) 税 析発生稽菅地区 5.7m 緑川 農免農道整備事業
辞 走嬢遭陥軒澗, 呪惟走姥( )拭辞 原聖 掻宿採猿走税 社推獣娃聖 切疑託稽菅地区
鉦 20歳 舘逐獣轍陥.爽肯税 持醗亀稽稽辞, 暁廃 醤五原聖( )税 歯稽錘 宿瑳矢部町
稽辞亀 奄企研 乞生壱 赤陥.

◆闇逐 鯵推

焼政葛室( ) 企嘘亜 兜食遭 耕亀軒朝人( )域溢精 焼社 害楕 至奄従鮎の瀬 緑川 （阿蘇）
拭 燕戚 1
40m v切莫税 陥戚蟹考廃 井淫聖 左食層陥. 戚君廃 燃井聖 詞鍵 陥軒闇竺「陥軒亜
赤澗 燃井」聖 幻球澗 依戚 戚 巨切昔税 鯉旋戚陥. 域溢税 廃楕畷精 獣醤亜 闘食
赤生蟹, 鋼企畷精 至生稽 却君塾食赤壱 益是拭 域溢 紫檎税 掻娃鷹拭 汝添廃 郊是
亜 赤奄拭 紫舌嘘( )人 切嘘唖聖 促限秩 情郊訓什廃 莫殿税 戚耕走研 走莫斜張橋 v
拭 違帖惟 梅陥. 聡, 闘昔 著拭 展趨研, 郊是 是拭澗 v唖聖 室頗陥. 箭混 妊檎拭
澗 郊是亜 葛窒鞠嬢 赤壱 益 採歳引 嬬滴軒闘税 社仙
税 汗界戚 切尻什郡惟 嬢酔君閃 左戚奄 襲陥. 暁廃 紫舌嘘( )戚 走艦壱 赤澗斜張橋
延舌姶聖

悪繕馬壱 劾朝罫惟 艶精 牛戚 借焼赤澗 域溢税 畳寿敗拭 企誓馬壱 赤陥. 追戚鷺精
2檎生稽 古含形 赤生悟, 重系聖 壕井生稽 獣獣唖唖 妊舛聖 郊荷澗 五纏遣神兄走

戚陥. 焼政葛室( ) 企嘘澗「陥軒研 闇格澗 依」引 希災嬢 陥軒人 陥鹸鯉拭鮎の瀬
幻窮 韻舌拭辞「域溢税 燃井聖 郊虞左澗 依」亀 掻推獣馬壱 戚陥.



◆闇逐砺戚斗

誤 暢 焼政葛室( ) 企嘘／ 鮎の瀬
／ 上益城郡矢部町社 仙 走

爽推遂亀 嘘勲／
紫穣爽端 姥原乞塘薄( )／ 熊本県
竺 域 切 神葛 耕推坪( )＋掻肖奄綬 珍竺渡闘／ 大野美代子

／ 住友 佐藤 ＪＶ獣因切 闇竺＋ 奄穣
／ 390.00ｍ陥軒掩戚

／ 8.00ｍ政反格搾(賑)
／ 138.00ｍ展趨株戚

姥繕 紫舌嘘( )＋Rahmen嘘／ ＰＣ 斜張橋
獣因奄娃 鰍 杉 鰍 杉／ 1993 12 ～1999 6
恥因紫搾 拷幻殖／ 5,420

◆闇逐亜 覗稽琶

失 誤:神葛 耕推坪( )大野美代子
1963鰍 陥原( )耕綬企俳 巨切昔引 噌穣多摩
1966鰍 神塘・益虞酔什闇逐竺域紫巷社(什是什)
1971鰍 織 裳球 織 巨切昔紫巷社 竺験

◆爽推 拙念

推坪馬原( ) 今戚崎鹸走, 呪亀壱紗 亜苧獣朝( )馬覗嘘, 推坪馬原( )獣横浜 葛飾 横浜
覗櫛什礼榮坡礼, 備稽獣原獣( )苧欠耕郊獣( ), 神陥人虞( )鷺欠裾広島市 鶴見橋 小田原
戚 崎鹸走, 蟹壱醤( )牌 掻肖企嘘 須名古屋

◆呪雌井径

1985鰍 析沙 昔砺軒嬢 巨切昔格 漠噺雌
1977,1986,1989,1994,1996,1997,1998鰍 析沙塘鯉俳噺 陥蟹朝雌 去


