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名 大理 寺 中久男
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寿命絹 吸で約 .VerTe3 0'崩正を斉虜7

5と′S-- eFILrL;討すさ芥組物勿果 t7

与り滞ケ75と子嵐 rt 5.

玉
e;

0.2

0.1

0.0

1 101 仰 †S"で くE;T)-I

風3. A/AQ'.O A/A七S UA毎1

2 - ･- -ふルーfhJh Lkr)

糸島鹿且として ′ 草魚 亘着港 をt虜 i,TT=Qr, 他 d)鹿 塩 に討tて も良好 的 T,鼻イUL17lsMと
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