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＼＼リ　　　　　　ーJ　　　　　　■■　n■■ ��－　　　　　　　　　－　　l　● ����】 � �I＿＿－▲■■ ��‾■■■■J �■■■■■llllllll■■■li ��■u　　Ll 

d　L／Tl●　　　　　■　　　　√オ　　　　　　　　　　　▼1 

∧　Jl′▲⊥　　　　　　＿　▲′　　　山⊥　√≠▲．　〈　′　′　　＿　∠ここ11．ニ 
■・■－■－一－－1－－ �■■　　　●　　一■　　■■ ���■r　　　l　　l �▲■●　　　　　■l【 ��l　　l　　l　　　■■ �一■　11　　　1 �■　　　　　　　　　■■ �■ �rl　　t　　　　■■ 

′1　　h　　l　　　－ヨI　　l � �■■　　r � �l　　　　l　　＿1 �r　　　　　llJ ��■－－－－ �r　　n■■　l �l　　　　　　　　　lノ �l �l　l　l　　　t 

l′T11′　　l＿・．一⊂：コ　　　」　　l � �l　　l � �l　　　　－ � �r �」⊥　l　　l �－－－■－1 �r �亡≡≡亡ココ　　－－ 

＼さ⊥′ � �t　　　l � � � � � �l　　　　t一■－ � � 

d n． � ���l � �� �l �ノー 　一■・、＿ � 

」■　l　　　l　　　　■ �L　　　　　　　l　● ���l　　　ヽ �●　　　　－ ��L �l �／1　1⊥ �▲■　　　　　　　　　　＼ 

′1　　h　　　　l　　　　H　－ �11　■■　　　　h一■ ���1　　　′ �▲■　　　　■■　　「 ��▲■●　　　　　　　　　　】1 �l　　　　　　　■†・ �■イ　　　　H－丁⊥■■ �r　　　　　　　　　′ 

lrrヽ　r　　　■■　　　　　Hl■ �一J／　t　　　　　r　【 ���■■　　　■し �r　　　l　　l ��「　　　　　　　　　　一一／ �■■●　　　　　　／ �J　■■　Hrr‖ �l　　　　　　　　　■し 

＼さし／　　　　　　　　　　　l】 �▼　　l　　　　　　lJ ��� � �l＿＿」 �l　　　　　　　　　　　－ � �1　　日　　l �l 

d　　　　　l　　　●　■　　　r ������r　I　　　　●　　　　　　　　　　」■」－■ 

∧　＿．．＿　．香車ゝ▲▲≠言L／／二九★1㍍干し．＿JL鼻「√ゝ⊥⊥ 
」■　l　　l■r　　　　　　　　lノ■■ ��」■　　▲■　　L＿　l　l　1 ��l �■－－←－－ �■■●　　　■■　　■■ � �l　l　l　t　　■■　　■■ �r　　　　l　　l �■－－一－－ 

■l　　h　　l　　　　　　　　　　　tl ��■■　　■■ � �t �■■■l■⊥l �■　　　　　－－t � �Ll．」．．．＿・．」－．．」　l　　l �l　　　　　　　　　］ �L　　　】　　l　　l 

lml′　　l　　　　　　　　　　lノ ��l　　　t ��■－■■■■　　　　　→－■ ��■－－■一二一 ��■－－－一←－ �l �■■■■　　　　　　　］ 

＼さしI　　　　　　　　　　　　　　　　　r ��」＿＿　」 �� ��t　　　　＿＿．工：：コ　r ��－■■ � � 

d′ l �� �� �� �� �ク l一一 �⊥‾、＼　． 

」■　1　　　　　　　　1 �l �▲－ �� ��∴′‾T、＼ ��l　‾　「 �l　　　■r　　r �▼　　■■　　一■　　－ 

′L　　h　　　■イ　　　l �l �」■●　　　　　　　　　　　　【 ��．■■●　　　　　　　　　H■i ��■■　hH▲　　　　●　　　■■ ��▲■　　　　　　　　　　　l　　l �l　　　l　　l �】 �■■　　■■ 

l′Tヽ　r　　　J　　■■ �■■ �■■　　　　　　　　　　　lJ ��■　　　　　　　　　■■一 ��l　rl■　　　　■■ � �■　　　　　　　　　－■ �■■　　　　　　　　］ �」」 �t　　　l 

＼さし′　　　　　　　　　　　　　　■■　　＿ ��l　　　　　　　　　　　　　r ��l　　　　　　　　　　IIJ ��l　　l　　　　l � �【　　　　　　　　　　　　■　　　－ � �’■■■■■■■　　　　L＿＿」 

d　　ノ■）　1　　　】　　r　■－　LJI　　　　　　p 

∧　　二、　＿．　　　　　　「－　′　　′　▲ヰ　′　⊥′　■、」二．∠ここ1Jト鼻　■、ゝ■、 
■■　l　　l■　　■■　r　　一■ ���▲－　　　　　　　　▲－　　　　● ��l �！ �l　　　l　　l � �▼ �� �l　　　　　　■▼　　■■ ���r �r �l　　I �l　　l　　l　　　■■ 

■1　　h　　】　l ��■ �「　　■■　r　　一■ ��一J �」　」 �l　　　l＿＿■ � �l �� �l　　l　　l �� �l �l �」　　」 �■－－－－ 

l′Tヽ　r　　　L　　l ��l �l　l　l　　r ��▼　　■■　　　－ �� �」一■－ ����■■■l■■■　　」 �� �■－－－■■－ ��� �■■■■LL　　l 

＼＼レ　　　　　■■■　　　■■■■J ���L　l　l　　l ��＼－ �� � ����‾　　　　　1　　　　　■ ��� ���‾‾‾　　　　1　　　　■■■ 

d n ���‾・．■・．ll■ 「「h■ ��　′ ．＿＿＿＿．■■■■ ��■l　・　－ �一■、＼ ���� ���　p L ���l 

」■　1　　　一■　　　　　　一＿　　● ���t　　l　　t � �「　「　　　　r　　■■ ��l　　　　■■　l �r ����一－■■■＿＿ �　「 ��「ヽ　　　　　　　　　　　　　　L ���■■■■1　　　　　　　　　1 

■「　　h　　　r　　■■　　「　　一＿ ���一J　　l　－J � �l　1　1　　1 ��l　　　l　　l �l　　■■　　●　　■■ ����一■　　　　　　＼ �l ��】J　■†　　　●イ　　　「ヽ ���l　　l　J■　　　　　l 

l′Tヽ　r　　　l �l　　r ��－　　■■　▼　　一■ ��一J　　l　　」＿．．」 ��l　　　l一＿■ �t　　　t　　　■■　l ����■■　　　　　　■■　　一 ���■■　‾　　／　　　　／　　　lJ ���l　－J　r　　　　　l 

＼ヽU　　　　　　L �l　　l ��＼■－　　　　　■　　　▼■ ��▼　　■■　　　　　　1 �� � �l � � �l　　　　　　　　　　　－ ���■■‾ ���一J　▼ ��l 

d　1　1　　　　　）′ ���������ll �l �1r　　　　　　　　　▼二＿／l 　　　　　　　　　＿ダ 

∠ここゝ■■　十㌧■〔 ������了職 ���亡　　　　羊⊥　慧　月⊥÷⊥★＿ 
l　　　rl　rl　l　　t �� �l　　l　　■■ ��l �靂 ��l �▲－ ��� ��r �l ��r ��r　l �■■ 

h　　1111　　　　］ �� �l　　l　　t ��l �t ��l �r ���■■ ��l �l ��l ��事　　　l �l　　　　■イ　　● 

h‘1日←■■－－－■■ll－■ ��ul 　　．1■■■■ ���l ���l ��� � �】　　■■■■J l ��l ��」＿＿＿」＿＿　　　　］ ���l　　　　　ノ　　● 

Nq ��������I ������������ 

d l �� ���ノー 」■　▲■ ���」■■　　　　　　　　　　■■■ ����l ⊥1′・⊥ ��� ��1－ ��� 

l　　　　l　　　　　　　　　　　　L ��■■■「 ���Fr　　　　　　■■ ���●　　Frl・　　「 ����●　　　r ��r �●　　■■　　・　　■■ ��r　　● ���l 

h　　　l　　　　　　　■イ　　lヽ � ��1　一■ � ��l �▲－ ��■一　　　一 ��■■　1 ��1 �■■　l　　　■■ � � �■■　　　●　　■■ ��l　　　■イ　　● 

∩■ヽ　′　　　■■　　　　　　　　／　　lJ � ��一J　　r �■■ ��■■　l �r ��Hl■　l �� �l �」 �l　　l　　l � � � �■■　t �■■　　　　ノ　　● 

＼1ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　－ ��一」　▼　l ��� � �1　　1 � � �l �l � �＿＿■－■－ ��l　　l　　l � � � �l　l � 

d　　　　　　　　　　　　■‾⊥／I ������ �」⊥■．　］ �� � � ������� �」＿」⊥⊥ 
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DuETTO V

hAlle竺m空rat㌔“「、iff＞舘fゝjl．＿　八．．／二二、．▲． 
」■．　　　　′ノ　　　　▼　■■ �▲■　、＼ �l　l　　　　　　■■ ��l　l　l　l　l　l　l　】 �l　　l　　■■■■　　＼ �　　　　」■■」－ 一－　■■　r　r　Fr �　」■■　　　　■ ■■rIlt 

′「　　′1　1　　　　1　1　　「　－ ��r－－ � �」．＿＿」＿＿－．・．」．．・．．＿」　　」＿⊥＿1　1 �■－－－－一 �　　　　　　　　」－ ■－－－－－－－－ �t　　】　l 

l′Tヽ　ヽ．J　l　　　　l　l　I　l ��l　l　l � � �L　　J　　　　l　　　■し �■－■■－－－－” �　　　　tl　l lt＿＿」．．・．．■l 

＼＼U　　　　I　　　　　－l ��l一■■ � � �・．‾‾‾■■■－　l �」＿＿r �t 

d沸「 ∧ ��へ ��ノ丁子ゝf｝√ゝ �．■′‾‾■、＼ �　y ′ �′ 

」■　　ll‾‾‾■■「－ ■「′11　tlll ��′二ノ　　　　　＼ ��rllllll■■ ■－－－■－－－－ �r　　　■■●　　　　　　　　＼ �／′ �ノー■・・・・－ ／ 

l　　　l　　　　　■■ ���　　　　▲－ l】　r■■　′ �－　　－　　－● �＿一■　－　■■　■■● 

l′Tヽ　tJ　　一」　　　　▲■　一J　l　l ��l　　　l � �L＿・．．．」．．．－　　］　　　　　‾‾■■■’■■■■■■■l■■・．」 �■－■■－－1■■■仁1 �」■－Fr■■「　一＿ ■－■－一 �■－－lllll■ll1－－■■■　　　　　　　　－ 

＼ヽU　　　L′　　ノ　▼　■■　一J 　　　　　‾、′　　　　　■■ ��一J　l － � � �LJl ．‾‾‾‾‾‾■＋】 �　　　ll　■ ■－－－－－■■一 �lllIlll l＿一」．．・．・．．．」．．一Ilノ 

d　∽　＼J ������ー‾㍉カ〃 �色炒「 

∧　j盲≠≠1（　〈　ノ遭．．．〟．／うi▲∠7≠舘≠≠ �������≠　≠　n］・J才≠ 
1■　t】ll■■ ■「　L＿．」＿．．．■－■一　t �lr一一 】lr �■′t　＼　■■■r r　■■ll ��lllll 一－－－－一 �llJ111t l　亡：コ11」．」 �1111 ■－■■－■■ �l　l 】　1 � �　　　▲■■ ■－■■：－－－－ lレrl■ll �11 1＿」 

l′「ヽ　　　r　　　　　　　　t　l　l　l ��l �l　　　】＿＿」 �I　　　　Lll．・．コ　1　　　　1 �l　　　　r　　　－F � ��l �� 

ヽ＼U　L＿＿」］ d′ h－⊥1ライ・′、▲ ��1　1 　　1 ��　　′‾、＼　＿■．．＿ ＼　■■▲■　＿▲■＼（＼ � � ��」r 

－ �� 
」■　　F■tllノ■■一■ヽ ′1 ��ノ′‾ll、、∴　　　＼ ���／　　　　　一■　●　　　　　＼ �＼　　　l　l　l　■l■■　■■　■■ ��J■ヽ 

ltl】■■ l′Tヽ　」＿■■■■ �r　J■ �J■1　　　　■■　　一■ ��′　　l　▼■　　■■　■■　■■　一■ �－●　　■■r　一■　　　．■ �′　　　　　」l　t　Hlll ��r　　　　　　　■■■ 

l ＼さ1ノ　　　　　l �l　r �ト′　　　　t　　　　■ヽ ��A　　l　1　　1　1　1　▼ �■一－－－一m �■＼　　・．‾’■■■■■■■　＿　」⊥l　I �� � 

d′　　ヒ土∃Il’］」白日I針　　　　　　　－ 

∧芦　平　　声　芦　　≠草　′．豊　　　丘．　府≠ 
■・－■■■　　　　　一 ′1＿　l　　　l ��l l �l l �】　l　　　】l t　　t　　　　　Ll � �l＼　llll t　．■　」．＿」＿－＿．］ 

llTヽ ＼ �� ��‾　1　■■ � �l　　　　■し 

ヾレ d ■摺璽璽璽　■－－－「 ��（　′′Tj、＼一『、＼ �� � � 

′‾■　′‾i　′‾i　′‾i �／奮、▲　′－1／「▲　／ri �　ク ー 
▲■　　▲■　」■■ ■■■■■■【－－－1■－－■－－ ��r　　　　　J �■■l　　■■ �▲■】　」■1　　－1　　一■l �▲■■l■■　－　r　J■　r　一■　「 �l　　　一■●　　　　　t　　－ 

■■▲▲「■■－ じ �　【■一■■■一■－－ ■■■l■■■－■－－ �■■l■■l ■－－■－一 �llll llll �rlrlrlrl lllt　tlll �rl■l■■lr】rl lllltlll �l　r　▲■l／　一＿ ll　r－J　r 

且▼　　　－ �－－－－－1 �l　l　l　l　　」＿＿⊥⊥」 ��」＿＿」」＿＿⊥＿　」　　　　」＿＿」＿＿　　　　］ �L＿＿　　　　　　］　　　　　　」　　L一．」．・．＿＿　　　］ �l　　」　　－　　　　l 

d �����■■貞クl 

〔車ヽ／肯き≠ Jrt、■■ll ���ぎヽ　j盲≠≠／二才1破」へ．「．　（　　　　　　． 
l ′1　1　t　　L＿．．」．一・．］ �� �1．■■－llll l　■■llJ」 �■■●lJlHlr■■一■ －1－■■】←←－－ ��l■■′ノ　l■■ －■1－－－ ����一■「＼／一■　一＿ rJ■▲■「■■■一■＼ �t l　1 �，＼ 　′　● 

lrTヽ　　l ＼｝レr　　】 ��l　　　　r ��l　　　　　　　L　　t　　】 �1 �　」 �l �　」　l ��l　Fr　■■l　t　　l　r　　－ �′ノ　　　　　＿J �■、　　● 

d n 」■】 ��l 　把regC） ��l■■■■山 一｛一．＿I ��‾‾■‾■■－ ��‾■■■■■■■ ��l　l　l　l　l　l　l　I �＼　　　　　▼　　　ヽ 

′ ��‾　、 ��」■－■■」．■■■」■J r「－「「卜■■■＿－ �1■－lll．l■′■■ 

′1　　　　′ノ � �量 ��　＼　l ��／一．■、一・　　　　　　　　■■ ��� �l　l　l　l　l　l　l　「 �l　　　　l　　＼ 

l′T’ヽl　　u W】　　uJ■ �　l 】　■■ �J■1　　　t　l r　　　l　＿J ��′二ノ　　l l　　■■ � �■－ rl �■■ �「ノ　t l　l �rL l �一Il－J－Jlll ▼一J－J－▼■■＿Jl⊥l �ll′　● lll　一JA　● 

・　　Tl　　　　　■　　　　■　▼　　　t　　　　　　■　　l■　■　　」■　＼■▼　ノ、、一／－n－　n〃　－、 

d　　　　l蒜・）1　－　7’1　　　≠T－） 

わ　　　　▲　▲　Jrii］二・．f了＼（　　　　－　　　　几　（、　′一才｛｝ 
● �■■■ ���l �I　l】J■r　■■ 　　　　　t■ ���」■l　l　■■　一■　■■　　　ノ＿、 �����ノ一一、＼】　l　　　　　　　・　一■ ����′ノ　　　Hr　■■　一■　ヽ、 ���l　l � 

● �● � � �】l 　l �l　　　　Ll �1 �l �■一－－－1 l】ll ��■ l � �■■ l � �■■　　一　l　　●　　一■ �■■ �r � �llllFr l　lll �■■ 事 �■■l　l � 
l　　　　i＝コ ������■■ ���▼　一■J　■■　r � � ����l　l　l 

伊 �����璽 ● ���」．．＿⊥＿＿．］111】 」⊥－⊥J J－＿．．．．＿「「－■「－「 �����　■▼llll ■・」■一－■■■■■■ † ����1　　－Ll 　　　　　　‾1■ ���l一■■ r ／′‾‾、⊥ 

●　　　　　　　　　　　　－ �����」－ ���／r　　　　　　　　　　l　l　　　t　　l �����r　　　l ����l　　　　　　　　　　「　　　－ ���′二ノ　　　　r 

● �����ll】 ll⊥1－1 �r �rr l �一■●　　－一」Ilt r　　　tl▼　一Ju：t■■ �����ll　■－ ■■　一J ����l　lll1 一」　■■一■J】l ���lll lll � 

l　n■■． � � � �l　lノ＼▼T⊥■■／ l　　r　YT】、／ ����－ ����L′　　　　ノ　　▼　■■　＿J ���一J　　　l 

■l●　Tl ��������＼　J　　　　　　　　　　　　　　　、－′　　　＼　　J　　　　T 

』 ��「ゝ．〔　　♭ ���●　♭ ��斥㍍ゝ／／一一二二．。√1．ノ、．．．＿　二、、＋ノ、／′1．／二才⊥　牢一言 
t　　Tll　l　　■■●　　　　　rl �� �r　■■　　一■l　　　　　　　FT ��▼　－　▲■　　　　　′　　■■ ����■■ �一■　■r　l　　■■　■■　　　－ 

● ��� �■－■－－－－ �� �l　　　　　■■　l　　　　　　l」 �� �t　　　Fr　■■　■■ �� �l �r　l　l　l �▼　　■▼ 

11 ．1■l 1 ■l ■ ��������l　　亡＝コ l ���LIIll　　L′ ‾■■■■■■ll■■■＿」　　　l ���lllll ■■■■■＿⊥　tl ���l】l l＿＿」」．．＿■ ��■－－■－－ r �ll ll 

ク ��� ���‾‾‾1日r 　ノ‘ ����� 

一J ����】　Il 　l �� ��l＼llへ ‡　′　n■■＼l �一一　＼ 「　．■　　一■＼ ��l l �　　＼ －　　′ ��l l ���l l ��1 ll 

≒∃≠　一　や等‘ヒヨ±≠■ �����������1 �　▲l lヽJ I　L■■ 　′ ����l　　　　－J　＿J ′ノ　　　　　－　－ 
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