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叶 C-yyんか 叫ALth -1hん cÂ -AcbL" ttt' (C工A)S炉 tsLt- 良 心山 "ふ,

LASArS , PyQ'･Bd S7叶 LLLtyl-｡､心 ELcityl-ttL . J卜 J･A机 Ph7S･
～

S叫 ･ (11曾&).

7) エ･S"A- - ′ M･Y--;EL･､- Nt帆ko山 わ '･ '′エ竹- JtlydtL､h Oi l･3-/-

ふ くもAsp/1≠P LAStYTS h7 illMムJW Aか A～t｡† CĴYYJ ･ユ"dk fL､恥 一

一工-QtAACLqL AL｡-Str'SJ㌍4Ls'' J卜 J･陳 PウS.ど (l?即)Li31

管) M･Ya-- kit.IISL･･L叫 ふれ N･帆 k｡山 もal･''A山中 ･.S ･ithtrJ仙 S山T4山

AゝS｡､pt.I.- ん エhq4Asp/lkf 九､｡ム LAs47{ /

コト コ･ApPLPウS･ 里 (1181) し く3S

-) M･TTd- れ√山 ′ 1･SLA' … - , k･Nt-- - 鴨 iJ ～.ト的osLJL(･''Ch…ふ .,tか -

叶 L｡ss 仙BLh､sh ふ 13′- 工､も AsP/L P L4S･LY A.｡QkS b7

AL."St…し山 Opt;C41仙 如. ytA s 〃 py,亡.13tL Cかi.SotJoL

Si山 九 ～血 (竹gl)二つト 7･A似lP㌧E. S仰 L旦 -1 (178ユ)†･3t∫･
10) N.仙 k｡山 bA h d k･73-も｡一山 '. ふ れLLfqM十･､- . (門38荘EELILt叫Jb- ∫

S, - ト Fk .5度)

ll) 野 耕々一鳥.1度安ま . i.缶立通′衝き卓旦兵･･ 〟 1､もAsp長 し-が Y･お ナ日比湖生米

9渦丘 (11官D.十二k･野鳥増せ4)

66




