
P　oMlnOJlicHl川TBy ����������������5，2 ���1401 ���1238 ��� ��574 �� a3 Py〉KHHCbKe PyxHHCbKe ��4 4 ����3 3 �����32（1） 28（4） �����0，1 0，2 09 ���33 59 234 ���28 52 207 ��� ��7 14 ・61 �� 

Py〉KHHCbKe・ ��4 ����8 �����21（3） �����1 05 ���160 81 ���140－ ��� ��31 �� 

Py〉KHHCbKe ��4 ����15 22 22 22 二う 25 �����10（l） 17（l） 20（2） �����03 ������71 ��� ��27 

Py〉KHHCbKe Py〉KLIHCbI（e ��4 3 ��������������0，2 ���44 ���39 17 ��� ��11 6 

21（l） 27（3） �����Ol ���19 36 
PY〉KHHCbKe P＼′訊くHHCbKe ��3 4 ��������������0．2 ������う二 l（i7 �����11 44 

‾　つ �����08 ���189 93 121 

Py訊くtlHCbKe Py〉KHHCt｝Ke ��4 ���������）∠ ����������� �����つl 

4　25 4　25 ���������5（l） 6（l） ������0，4 0，4 �����82 107 ���� �Jこ． 23 ��� 

Py邦HHCbKe pxHHCbKe　4　25 �����������9（l） ������0，2 ��68 ���60 ���� �29 285 ��� 

y 　Pa30MnO山cHl川TBy MoKPeubKe　41649（l） �����������������4，3 0，4 05 ��1137，0 116 163 ���1002，0 102 143 ���� �61 8l ��� 

e ��� ���� ����� ��� ��〕 �� ��� ���� �つ ��� MoKpeubK MoKPeubKe ���4 4 ����22 22 �����l（ll） 1（12） �����0，3 0，2 ��74 45 ���65 39 ���� �4⊥ 29 ��� 

MoKPeubKe ���4 ����24 �����2（2） �����0、4 ��106 ���95 ���� �40 ��� 

MoKPeubKe MoKPeubKe MoKPeubKe MoKPeubKe MoKPeubKe MoKPeubKe ���4 4 ����25 26 �����35（3） 54（1） �����0，3 0，2 ��59 58 ���52 51 ���� �17 32 ��� 

4 ����3t 31 �����24（2） �����0．2 ��55 ���47 ���� �20 26 8り 437 ��� 

4 ���������25（l） �����0．2 ��65　　58 lq8　176 ������� ���� 

4　40 　／ ���������26（l） �����0、9 

36 ��959　　　828 
） 41 

Typ Typ Typ Typ Typ Typ �HCbKe ���4 ����l �����3（l） ����0，4 ���100 ���肖り 

HCbKe 抗cbKe ���4 4 ����1 �����5（2） ����0，4 ���68 ���61 220 ����26 98 ���� 

8 8 9 26 �����2（2） ����0，9 ���251 HCbKe ���4 ���������2（1） ����0，6 ���208 ���184 ����91 ���� 

HCbKe 抗cbKe ���3 4 ���������59（3） 75（5） ����0，2 ���80 ���70 ����37 75 

0，7 ���171 ���149 
Ty Ty �HCbKe 抗cbKe ���4 ����26 �����83（l） ����0，5 42 ���136 1135 ���118 999 ����59 478 ���� 

Pa30Mn PaAOBHqiBCbKe PaAOB州iBCbKe PaAOB州iBCbKe PaAOBHLIiBCt＞Ke Pa皿OB州iBCt｝Ke PanOB州iBCbKe PaAOB州iBCbKe �����0几ICHl川TBy 4　7　41（2） ������������1 0，2 ���77 ���67 ����33 ���� 

4 ����2 6 33 33 37 �����41（3） ���0，5 ���182 ���161 ����74 34 48 ���� 

4 4 ���������13（l） 18（l） ���0、5　　　119 ������107 

0，9　　　207 ������183 

4 ���������18（2） ���0．9　　　　214 ������192 ����66 ���� 

4 4 ���������1（l）　0了　　　226 ����������201 226 ��� �75 26 

38 �����3（4）　0・9　　　254 

HHuTB′ ������������������4，6 ���1279，0　　1137，0 ������3＞6 

0 �　Pa30M CIBCbKe ����nOJllC 　4 �����） ′ヽ J �����20（1） ���0，6 ���148 84 ���132 75 ��� �59 13 

4 �����4 10 �����12（1） ���0，3 0 �ClBCbKe ����4 ����������7（1） ���0，3 ���90 ���80 ��� �36 

0 0 �CIBCbKe ClBCbKe ����4 4 �����13 23 �����27（3） 7（1） ���0，3 0，3 ���77 98 ���67 86 ��� �26 50 

0 �CIBCbKe ����4 �����38 38 �����12川 ���0．9 ���179 ���163 ��� �49 45 278 

OcIBCbKe OciBCbKe �����4 ����������12（2） ���0，7 3，4 ���155 829 ���139 742 ��� 

Pa30MlnOJlicHllllT畔 
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