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第5図　DosJ初αcfr・∫¢伽罐％∫伽sσs（NOMURA）

　　　　　　×0．9，M1（老ノ沢），左殻内型

第6，6a，7，8図！1％吻㎜α擁6％」α（YOKOYAMA）

　　　　　　6　　×1，　M1（老ノ沢），右殻モデル（6aは上からみたところ）

　　　　　　7　　×1，　同上地点，右殻内型

　　　　　　8　　×0．7・　密集している産状をしめす，同上地点
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