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母音とキーワード

　　All in 表

150 8 1 la おばさん Ｌａｍｐ 拉 引っ張るおばさんランプで黒こげ。 ロック #N/A Ｌｅｍｏｎ #N/A Ｌｉｌｙ 腊蜡辣 12月にろうそくたらすからいおばさんは、Lily。 la

151 8 2 lai 愛 Ｌａｍｐ 無し ロック 来 来るときは、愛のロックしてきて。 Ｌｅｍｏｎ 無し Ｌｉｌｙ 赖 頼る愛は、Lilyさん。 lai

152 8 3 lan 按摩 Ｌａｍｐ 無し ロック 蓝兰篮拦
藍色の蘭をかごに入れるのをさえ
ぎる按摩屋は、ロックなもんじゃね
え。

Ｌｅｍｏｎ 懒缆览
不精ものは、ロープを見ると按摩屋
でレモンを縛ってしまう。

Ｌｉｌｙ 烂 ボロボロの按摩屋は、Ｌｉｌｙがやっている。 lan

153 8 4 lao オリンピック Ｌａｍｐ #N/A ロック 牢劳
牢獄の労働は、オリンピックのロッ
クコンサート準備。

Ｌｅｍｏｎ 老
老いて、オリンピックでレモンをかじ
る。

Ｌｉｌｙ #N/A lao

154 8 5 lang スバル Ｌａｍｐ #N/A ロック 郎狼
新郎は、狼に変身するときスバルを
ロックする。

Ｌｅｍｏｎ 朗
朗らかに、スバルにレモン載せて帰
る。

Ｌｉｌｙ 浪 浪費は、Lilyがスバルを購入すること。 lang

155 8 7 lou 欧米 Ｌａｍｐ #N/A ロック 楼
フロアで欧米人は、ロックコンサート
をする。

Ｌｅｍｏｎ #N/A Ｌｉｌｙ 漏 漏らしてしまった欧米旅行でＬｉｌｙさん。 lou

156 8 8 long ジュティong Ｌａｍｐ #N/A ロック 隆龙笼
隆は、竜のかごでジュディーオング
にロックを送る。

Ｌｅｍｏｎ #N/A Ｌｉｌｙ #N/A long

157 8 9 le 腹ペコ Ｌａｍｐ 無し ロック 無し Ｌｅｍｏｎ 無し Ｌｉｌｙ 乐 楽しいよ、腹ペコでもLilyと一緒なら。 le

158 8 10 lei 営業 Ｌａｍｐ #N/A ロック 雷 雷は、営業のロックバンドの音。 Ｌｅｍｏｎ 累
たまってくると、営業は、レモンをか
じる。

Ｌｉｌｙ 累泪类 疲れて泪するタグイの営業は、Lilyが馬鹿にする。 lei

159 8 12 leng エンジェル Ｌａｍｐ #N/A ロック #N/A Ｌｅｍｏｎ 冷
冷たい、エンジェルの、レモンソー
ダ。

Ｌｉｌｙ #N/A leng

160 8 13 li 一 Ｌａｍｐ #N/A ロック 梨璃离 梨とガラスの距離は、ワンロック。 Ｌｅｍｏｎ
李鲤礼理
里

すももと、鯉のお礼の理由の中身
は、一個のレモン。

Ｌｉｌｙ
厉利丽粒栗历
励立力例

すごく利用する綺麗な粒栗の歴史がＬｉｌｙは一番お気に入り。励
まして立つ力の例はＬｉｌｙが一つ知っている。

li

161 8 14 lia 歯、牙 Ｌａｍｐ 無し ロック 無し Ｌｅｍｏｎ 俩 二人ペアの歯でレモンをかじる。 Ｌｉｌｙ 無し lia

162 8 15 lie 夜 Ｌａｍｐ 無し ロック 無し Ｌｅｍｏｎ #N/A Ｌｉｌｙ 列烈裂 列車が強烈に裂ける夜は、Ｌｉｌｙもこわい。 lie

163 8 16 lin 音 Ｌａｍｐ 無し ロック 邻林淋临
隣の林でシャワーに臨んだ音は、
ロックバンドの音より大きい。

Ｌｅｍｏｎ #N/A Ｌｉｌｙ 赁吝淋 賃貸料をケチって濾された音はLilyでも聞こえない。 lin

164 8 17 liao 薬 Ｌａｍｐ #N/A ロック 僚疗聊
官僚は、治療するとき雑談しながら
薬でロックを盛り上げる。

Ｌｅｍｏｎ 了 了解レモンは、薬になる。 Ｌｉｌｙ 料 料理の薬は、Liｌｙが持っている。 liao

165 8 18 lian 目、眼 Ｌａｍｐ 無し ロック 怜联帘连
かわいそうな連絡は、すだれのよう
に連なる眼がロックして伝える。

Ｌｅｍｏｎ 脸 顔の眼は、レモンのようだ。 Ｌｉｌｙ 链恋练炼 鎖を使った恋の練習鍛錬は、眼でＬｉｌｙを見ること。 lian

166 8 19 liu 油 Ｌａｍｐ #N/A ロック 刘流留榴
リュウさんは、流れを留め、ざくろの
油をロックに入れる。

Ｌｅｍｏｎ #N/A Ｌｉｌｙ 六遛 土曜日にゆっくり歩いてLilyは、油を買いに行く。 liu

167 8 20 ling 石、宝石 Ｌａｍｐ 無し ロック 菱铃灵零凌
菱形の鈴なり魂がゼロに近づいて
英国人をロックする。

Ｌｅｍｏｎ 领 首の宝石は、レモンの匂いがする。 Ｌｉｌｙ 令另 命令で別の宝石をLilyは欲しがる。 ling

168 8 21 liang 羊 Ｌａｍｐ 無し ロック 凉粮量良
触って冷たい餌が量れる良い羊
は、ロックが踊れる。

Ｌｅｍｏｎ 两 ニコニコ羊は、レモンを食べている。 Ｌｉｌｙ 亮量辆谅 明るい量と台数を許すと羊がＬｉｌｙを食べてしまう。 liang

169 8 23 lu 踊る Ｌａｍｐ #N/A ロック 炉
コンロで踊ると（熱くて）ロックになっ
てしまう。

Ｌｅｍｏｎ #N/A Ｌｉｌｙ 陆路鹿录露 陸路で鹿の録音は、ツユだらけで踊っている、Lilyがうまい。 lu

170 8 25 luo 我 Ｌａｍｐ #N/A ロック 罗萝螺
ホトケサマは、大根で、ぐるぐる巻き
にして、私がロックで冷やしている。

Ｌｅｍｏｎ #N/A Ｌｉｌｙ 络落 網に絡まって落ちたのは、私とLilyさん。 luo

171 8 27 luan 湾 Ｌａｍｐ 無し ロック 鸾
霊鳥は、湾でロックに合わせて舞い
踊る。

Ｌｅｍｏｎ #N/A Ｌｉｌｙ 乱 乱れたLilyは、湾に落ちた。 luan

172 8 29 lun 文章 Ｌａｍｐ #N/A ロック #N/A Ｌｅｍｏｎ #N/A Ｌｉｌｙ 论 論文は、Lilyが持っている。 lun

173 8 32 lv 魚 Ｌａｍｐ 無し ロック #N/A Ｌｅｍｏｎ 旅
旅は、魚に、レモンをかけて食べる
のが楽しみ。

Ｌｉｌｙ 绿率律虑 緑の率律を考慮して、魚がＬｉｌｙに相談に来た。 lv

174 8 33 lve 月 Ｌａｍｐ 無し ロック 無し Ｌｅｍｏｎ 無し Ｌｉｌｙ 略 略します月でのLily。 lve
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