
停　留　所　通　過　予　定　時　刻　表
お問い合わせは長崎バスホームページ又は 長　崎　バ　ス

休は学休日運休              造は造船休日運休 サービスセンターへ　ＴＥＬ　095-826-1112 西暦2017年04月06日

学は学休日運行 交通事情等により遅れることがあります
早は高校早朝授業日運行 土曜日が祝日となる日は日祝ダイヤで運行致します 0308-01
振は高校早朝授業日運休 ８月１５日は日祝日ダイヤで運行致します 01

　　　 　　　時　　　　　　５４　学０４時　　　　　１３　　　　　　０８　　１０　　１０　　１０　　１０　　１０　　１０　　０５　　０２　　　　　　０２七　　　　　０２　　０９　　０９　　０４　　２０　　　　　　

　　　 　　　津　　　　　　　　　　１６七　　　　　２８　　　　　　１８　　２５　　２５　　２５　　２５　　２５　　２５　　１５　　１２　　　　　　１２　　　　　　１２　　２４　　２４　　２９　　　　　　　　　　

　　　 　 　　　　　　　　　　学２６時　　　　　３８　　　　　　２８　　３２港　４０　　４０　　４０　　４０　　３５　　２５　　２２　　　　　　２２　　　　　　２２　　３９　　４４　　５９　　　　　　　　　　

　　　１ 　　　　　　　　　　　３１浜　　　　　４８　　　　　　４０　　４０　　５５　　５５　　５５　　５５　　４５　　３７　　３２　　　　　　３２　　　　　　３２　　５４　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　３８　　　　　　５８　　　　　　５５　　５５　　　　　　　　　　　　　　　　　　５５　　５０　　４２　　　　　　４２　　　　　　３８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　４８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５２　　　　　　５２　　　　　　４６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　浜は浜田行　　　　５８　　　　　時は時津行　　　七は七工区中央行　　　　港は時津港行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　　時タ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３４　　０２並　０２並　０２並　０２並　０２並　０２並　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 １津｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２並　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　北ミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　部ナ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　ル　　並は日並バイパス経由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　琴ニ時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７　　　　　　３２　　３２ダ　　　　　　　　　　　　　１５　　　　　　１５　　　　　　０７ダ休２１　　３９　　１４　　　　　　　　　　

　　　 １海ュ津　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４５　　　　　　３５　　　　　　４１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５５　　　　　　５７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　タ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　ウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　ン　　ダは中山ダム行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　　　時樫　　　　　４６西　３６西　　　　　　　　　　　　　２６琴　　　　　１７琴　　　　　１７琴　１７琴　１７琴　１７琴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　 津の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４０琴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 １ 　久　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　保西は西海経由　　琴は琴海ニュータウン経由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　桜タ時平　　　　　　　　 ０６　　　　　 ４６　　　　　 ４７　 ４７　 ４７　 ４７　 ４７　 ４７　 ４７　 ５２　　　　　　　　　 ２５　　　　　 ２５　 ２１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 １の｜津尾　　　　　　　　 　並琴　　　　 　並琴　　　　 　並琴 　並琴 　並琴 　並琴 　並琴 　並琴 　並琴 　並琴　　　　　　　　 　並琴　　　　 　並琴 　並琴　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　里ミ北橋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　ナ部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　ルタ　並は日並バイパス経由　　　　　　琴は琴海ニュータウン経由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　 西　　　　　　　　　休１３中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２長　３７　　　　　　０５　　　　　 ０５　 ４５　　１５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 １ 海　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５７　　　　　　２５亀　　　　 　宮岳 　宮岳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　長は長浦行　　　中は西彼中学校前行　　　　　　　亀は亀浦・風早行　　　　宮は宮浦経由　　　　　　 　宮岳　　　　岳は下岳経由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　 琴 N 　　　　　　　　　３１　　　　　　０１　　　　　　０６バ　　　　　　　　　１７亀　　　　　　　　　２７長　０７引　３５　　　　　　　　　　　　　　０５長　４６　　１６引　　　　　　　　　　　　　

　　　 １ 海 T 長は長浦行　　　　　　　　　　　　３１バ　　　　引は火引の浦 ( 大江橋 )行　　　　亀は亀浦・風早行　　　　　２７　バはバイオパーク経由　　　　　　　５６長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　長大　　　　　　　　　　　　　　　　　　休３３　　　　　　　　　休０７　　　　　休３７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　崎学　　　　　　　　　　　　　　　　　　休４３　　　　　　　　　休１７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　外　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　国　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　語　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　青学時　　　　　　　　　休０４　休１７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定０７溝　　　　残０７溝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　雲園津　　　　　　　　　休０６　休２６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　前　　浜は浜田行　　　休１１　　３３浜　　　　　　　　溝は溝川行　　　定は三菱造船定時日運行　残は三菱造船残業日運行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　長明時　　　　　早５６　休３９　　　　　振０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　崎誠津　　　　　　　　　休４１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　高　　　　　　　　　　休５２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　校　　時は時津行　　　学５２時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
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停　留　所　通　過　予　定　時　刻　表
お問い合わせは長崎バスホームページ又は 長　崎　バ　ス

土は土曜日運行                       早は土曜日の高校早朝授業日運行 サービスセンターへ　ＴＥＬ　095-826-1112 西暦2017年04月06日

日は日祝日運行                       振は土曜日の高校早朝授業日運休 交通事情等により遅れることがあります
学は土曜日の学休日運行　　           造は三菱造船休日運休 土曜日が祝日となる日は日祝ダイヤで運行致します 0308-01
休は学休日運休 ８月１５日は日祝日ダイヤで運行致します 01

　　　 　　　時　　　　　　　　　　１４　日３５　学００時　　　　　１０　　１０　　１０　　１０　　１０　　１０　　１０　　１０　　０１　　　　　　０１　日４５　日００　　１４　日０９　　２４　　　　　　　　　　

　　　 　　　津　　　　　　　　　土１９七電３７　日　　　　　　　　２５　　２５　　２５　　２５　　２５　　２５　　２５　　２５　　１３　　　　　土１３　土４９七土０１　　２９　土１４　　４４　　　　　　　　　　

　　　 　 　　　　　　　　　　学２３時土　　　　１５　　　　　　４０　　４０　　４０　　４０　　４０　　４０　　４０　　３７　　２５　　　　　日１５　　　　　　１５　土４４　　２９　　　　　　　　　　　　　　

　　　１ 　　　　　　　　　　土　　　土４５　　２５　　　　　　５５　　５５　　５５　　５５　　５５　　５５　　５５　　４９　　３７　　　　　土２５　　　　　　３０　日４９　　４９　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　学３３時日５０　　４０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４９　　　　　日３０　　　　　　４４　土５９　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　時は時津行　　　土　　　土５５　　５５　　　　　七は七工区中央行　　　　電は三菱電機出勤日運行　　　　　　　　　　　　　　　　　土３７　　　　　　５９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　時タ　　　　　　　　　　　　　　　　　　土４７　　　　　土３２　　０２並　０２並　０２並　０２並　０２並　　　　日０２　土４２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　１津｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土３２　土３２　　　　　土３２　土４７並　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　北ミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　部ナ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　ル　　並は日並バイパス経由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　琴ニ時　　　　　　　　　　４７　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７　　　　　　３２　　　　　　１７　日１７　　　　　土０７　　　　　土０７　　　　　土０８　日５９　　　　　　０９　　　　　　　　　　

　　　 １海ュ津　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土３２　　　　　土３２　　　　　　３７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日４３　　　　　日５２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　タ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　ウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　ン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　　　時樫　　　　土４６西　　　　　　　　　　　　　　　　　１７琴　　　　　１７琴　　　　　１７琴　　　　　０２琴　１７琴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　 津の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 １ 　久　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　保西は西海経由　　琴は琴海ニュータウン経由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　桜タ時平　　　　　　　　　　　　　　　　　３２　　　　　　４７　　４７　　４７　　４７　　４７　土３２　　３２　　４２　　　　　　　　　土１７　　　　　　　　　　３６　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 １の｜津尾　　　　　　　　　　　　　　　　 　並琴　　　　 　並琴 　並琴 　並琴 　並琴 　並琴 　並琴 　並琴 　並琴　　　　　　　　 　並琴　　　　　　　　 　並琴　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　里ミ北橋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日２２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　ナ部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　並琴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　ルタ　並は日並バイパス経由　　　　　　琴は琴海ニュータウン経由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　　 西　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日４７　土４７　　２７　　５７　　　　　日３７　土４２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 １ 海　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土５７宮　　　　　　　　 　宮岳 　宮岳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　宮は宮浦経由　　岳は下岳経由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日５７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　　 琴 N 　　　　　　　　　２７　　　　　　０７宮　　　　　０２バ　　　　　　　　　１７亀　　　　　　　　土１７　土０２引　１７亀　　　　土５７長　　　　　２２長　　　　　１６引　　　　　　　　　　　　　

　　　 １ 海 T 長は長浦行　　　引は火引の浦 (大江橋 )行　　　　亀は亀浦・風早行　　　　バはバイオパーク経由　　日４７　　　　　日３２長　　　　宮は宮浦経由　　　５１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　　　時　　　　　　　　　休１１　休２３　休００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定０２溝　　　　残０２溝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　青学津　　　　　　　　　土　　　土　　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土　　　　　　　土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　雲園　　　　　　　　　　休１３　土３２浜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　前　　　　　　　　　　土　　　休３３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　休１５　土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　浜は浜田行　　　土　　　　　　　溝は溝川行　　　定は三菱造船定時日運行　残は三菱造船残業日運行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　長明時　　　　　　　　　休３９　　　　　休０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　崎誠津　　　　　　　　　土　　　　　　　土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　高　　　　　　　　　　土４９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
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