
Puzzle by 金平牛蒡(Kimpira-gobo) --- 2002年 3月 30日 ---

パズラー　1996年　8月号　　　地獄の覆面サムクロス　　難易度★★★★★★★

いつものサムクロスですが、数字が入っていません。
その代わりに文字が入っていて、同じ文字には同じ数字が対応します。異なる文字は異なる数字を表します。
ひらがなは奇数、カタカナは偶数(ヘはカタカナ)がヒントらしいヒント。さあ、これは難しいぞ。
                                                                                                                          
  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  
  　＼  　＼  あ＼  イ＼  ウ＼  　＼  　＼  え＼  お＼  カ＼  き＼  ク＼  け＼  ク＼  　＼  　＼  ウ＼  き＼  カ＼  　＼  
                                                                                                                          
  ＼　  ＼あ  　　  　　  　　  ＼　  ＼お  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼　  ＼け  　　  　　  　　  ＼　  
  　＼  あ＼  　　  　　  　　  　＼  ウ＼  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  コ＼  　＼  　　  　　  　　  け＼  
                                                                                                                          
  ＼お  　　  　　  　　  　　  ＼さ  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼き  　　  　　  　　  　　  
  　＼  　　  　　  　　  　　  イ＼  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  し＼  　　  　　  　　  　　  
                                                                                                                          
  ＼イ  　　  　　  ＼す  　　  　　  　　  　　  　　  ＼　  ＼　  ＼ケ  　　  　　  　　  　　  　　  ＼カ  　　  　　  
  　＼  　　  　　  セ＼  　　  　　  　　  　　  　　  あ＼  ク＼  ソ＼  　　  　　  　　  　　  　　  タ＼  　　  　　  
                                                                                                                          
  ＼あ  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼え  　　  　　  　　  　　  　　  ＼つ  　　  　　  　　  　　  　　  　　  
  　＼  　　  　　  　　  　　  　　  　　  チ＼  　　  　　  　　  　　  　　  チ＼  　　  　　  　　  　　  　　  　　  
                                                                                                                          
  ＼　  ＼　  ＼テ  　　  　　  　　  　　  　　  ＼け  　　  　　  　　  ＼ト  　　  　　  　　  　　  　　  ＼　  ＼　  
  　＼  　＼  さ＼  　　  　　  　　  　　  　　  テ＼  　　  　　  　　  し＼  　　  　　  　　  　　  　　  さ＼  　＼  
                                                                                                                          
  ＼　  ＼な  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼コ  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼　  
  　＼  ニ＼  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　＼  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  テ＼  
                                                                                                                          
  ＼ク  　　  　　  　　  ＼す  　　  　　  ＼ク  　　  　　  ＼き  　　  　　  ＼カ  　　  　　  ＼チ  　　  　　  　　  
  　＼  　　  　　  　　  お＼  　　  　　  カ＼  　　  　　  　＼  　　  　　  ヌ＼  　　  　　  し＼  　　  　　  　　  
                                                                                                                          
  ＼セ  　　  　　  　　  　　  ＼ニ  　　  　　  　　  　　  ＼ネ  　　  　　  　　  　　  ＼イ  　　  　　  　　  　　  
  　＼  　　  　　  　　  　　  え＼  　　  　　  　　  　　  　＼  　　  　　  　　  　　  チ＼  　　  　　  　　  　　  
                                                                                                                          
  ＼ク  　　  　　  ＼け  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼お  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼チ  　　  　　  
  　＼  　　  　　  　＼  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　＼  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　＼  　　  　　  
                                                                                                                          
  ＼し  　　  　　  ＼ネ  　　  　　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼チ  　　  　　  ＼の  　　  　　  
  　＼  　　  　　  　＼  　　  　　  ハ＼  ヌ＼  の＼  な＼  　＼  コ＼  ひ＼  ふ＼  ウ＼  　　  　　  　＼  　　  　　  
                                                                                                                          
  ＼の  　　  　　  ＼ヘ  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼タ  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼す  　　  　　  
  　＼  　　  　　  セ＼  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　＼  　　  　　  　　  　　  　　  　　  し＼  　　  　　  
                                                                                                                          
  ＼イ  　　  　　  　　  　　  ＼カ  　　  　　  　　  　　  ＼ヌ  　　  　　  　　  　　  ＼カ  　　  　　  　　  　　  
  　＼  　　  　　  　　  　　  す＼  　　  　　  　　  　　  　＼  　　  　　  　　  　　  ホ＼  　　  　　  　　  　　  
                                                                                                                          
  ＼ソ  　　  　　  　　  ＼ク  　　  　　  ＼チ  　　  　　  ＼し  　　  　　  ＼チ  　　  　　  ＼ネ  　　  　　  　　  
  　＼  　　  　　  　　  コ＼  　　  　　  ふ＼  　　  　　  　＼  　　  　　  ま＼  　　  　　  ニ＼  　　  　　  　　  
                                                                                                                          
  ＼　  ＼み  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼み  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼　  
  　＼  　＼  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  チ＼  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　＼  
                                                                                                                          
  ＼　  ＼　  ＼む  　　  　　  　　  　　  　　  ＼タ  　　  　　  　　  ＼め  　　  　　  　　  　　  　　  ＼　  ＼　  
  　＼  チ＼  ひ＼  　　  　　  　　  　　  　　  ネ＼  　　  　　  　　  ヌ＼  　　  　　  　　  　　  　　  き＼  タ＼  
                                                                                                                          
  ＼セ  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼ヘ  　　  　　  　　  　　  　　  ＼ひ  　　  　　  　　  　　  　　  　　  
  　＼  　　  　　  　　  　　  　　  　　  タ＼  　　  　　  　　  　　  　　  ソ＼  　　  　　  　　  　　  　　  　　  
                                                                                                                          
  ＼も  　　  　　  ＼セ  　　  　　  　　  　　  　　  ＼　  ＼　  ＼ホ  　　  　　  　　  　　  　　  ＼イ  　　  　　  
  　＼  　　  　　  ま＼  　　  　　  　　  　　  　　  イ＼  ク＼  ヌ＼  　　  　　  　　  　　  　　  カ＼  　　  　　  
                                                                                                                          
  ＼つ  　　  　　  　　  　　  ＼さ  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼ひ  　　  　　  　　  　　  
  　＼  　　  　　  　　  　　  　＼  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　＼  　　  　　  　　  　　  
                                                                                                                          
  ＼　  ＼も  　　  　　  　　  ＼　  ＼ホ  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼　  ＼や  　　  　　  　　  ＼　  
  　＼  　＼  　　  　　  　　  　＼  　＼  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　＼  　＼  　　  　　  　　  　＼  
                                                                                                                          
＜文字→数字対応表＞
                                                                          
  あ  イ  ウ  え  お  カ  き  ク  け  コ  さ  し  す  セ  ソ  タ  チ  つ  
                                                                          
  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  
                                                                          
  テ  ト  な  ニ  ヌ  ネ  の  ハ  ひ  ふ  ヘ  ホ  ま  み  む  め  も  や  
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Puzzle by 金平牛蒡(Kimpira-gobo) --- 2002年 3月 30日 ---

【答え】
                                                                                                                          
  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  
  　＼  　＼  23＼  16＼  38＼  　＼  　＼  19＼  29＼  10＼  13＼  ６＼  21＼  ６＼  　＼  　＼  38＼  13＼  10＼  　＼  
                                                                                                                          
  ＼　  ＼23  　　  　　  　　  ＼　  ＼29  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼　  ＼21  　　  　　  　　  ＼　  
  　＼  23＼  　８  　９  　６  　＼  38＼  　６  　８  　４  　５  　２  　３  　１  36＼  　＼  　９  　８  　４  21＼  
                                                                                                                          
  ＼29  　　  　　  　　  　　  ＼45  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼13  　　  　　  　　  　　  
  　＼  　８  　５  　７  　９  16＼  　２  　９  　７  　６  　８  　４  　５  　３  　１  17＼  　３  　５  　１  　４  
                                                                                                                          
  ＼16  　　  　　  ＼15  　　  　　  　　  　　  　　  ＼　  ＼　  ＼21  　　  　　  　　  　　  　　  ＼10  　　  　　  
  　＼  　９  　７  26＼  　３  　２  　１  　４  　５  23＼  ６＼  24＼  　９  　２  　４  　１  　５  22＼  　２  　８  
                                                                                                                          
  ＼23  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼19  　　  　　  　　  　　  　　  ＼25  　　  　　  　　  　　  　　  　　  
  　＼  　６  　３  　２  　７  　１  　４  ８＼  　９  　３  　１  　２  　４  ８＼  　２  　４  　６  　１  　３  　９  
                                                                                                                          
  ＼　  ＼　  ＼28  　　  　　  　　  　　  　　  ＼21  　　  　　  　　  ＼18  　　  　　  　　  　　  　　  ＼　  ＼　  
  　＼  　＼  45＼  　４  　８  　３  　６  　７  28＼  　７  　５  　９  17＼  　１  　５  　２  　７  　３  45＼  　＼  
                                                                                                                          
  ＼　  ＼39  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼36  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼　  
  　＼  30＼  　７  　９  　５  　４  　３  　１  　８  　２  　＼  　５  　１  　７  　６  　３  　８  　４  　２  28＼  
                                                                                                                          
  ＼６  　　  　　  　　  ＼15  　　  　　  ＼６  　　  　　  ＼13  　　  　　  ＼10  　　  　　  ＼８  　　  　　  　　  
  　＼  　１  　２  　３  29＼  　６  　９  10＼  　５  　１  　＼  　４  　９  12＼  　３  　７  17＼  　５  　１  　２  
                                                                                                                          
  ＼26  　　  　　  　　  　　  ＼30  　　  　　  　　  　　  ＼14  　　  　　  　　  　　  ＼16  　　  　　  　　  　　  
  　＼  　４  　５  　８  　９  19＼  　８  　７  　９  　６  　＼  　１  　２  　３  　８  ８＼  　２  　９  　４  　１  
                                                                                                                          
  ＼６  　　  　　  ＼21  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼29  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼８  　　  　　  
  　＼  　２  　４  　＼  　１  　２  　５  　３  　６  　４  　＼  　３  　５  　９  　７  　１  　４  　＼  　５  　３  
                                                                                                                          
  ＼17  　　  　　  ＼14  　　  　　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼８  　　  　　  ＼11  　　  　　  
  　＼  　８  　９  　＼  　５  　９  40＼  12＼  11＼  39＼  　＼  36＼  27＼  ３＼  38＼  　５  　３  　＼  　６  　５  
                                                                                                                          
  ＼11  　　  　　  ＼32  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼22  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼15  　　  　　  
  　＼  　５  　６  26＼  　６  　８  　１  　９  　３  　５  　＼  　４  　５  　１  　３  　２  　７  17＼  　８  　７  
                                                                                                                          
  ＼16  　　  　　  　　  　　  ＼10  　　  　　  　　  　　  ＼12  　　  　　  　　  　　  ＼10  　　  　　  　　  　　  
  　＼  　３  　１  　４  　８  15＼  　２  　３  　１  　４  　＼  　３  　６  　２  　１  34＼  　１  　２  　３  　４  
                                                                                                                          
  ＼24  　　  　　  　　  ＼６  　　  　　  ＼８  　　  　　  ＼17  　　  　　  ＼８  　　  　　  ＼14  　　  　　  　　  
  　＼  　７  　８  　９  36＼  　２  　４  ３＼  　２  　６  　＼  　８  　９  ５＼  　２  　６  30＼  　１  　７  　６  
                                                                                                                          
  ＼　  ＼37  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼37  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼　  
  　＼  　＼  　３  　２  　９  　４  　６  　１  　５  　７  ８＼  　５  　７  　１  　６  　４  　２  　３  　９  　＼  
                                                                                                                          
  ＼　  ＼　  ＼31  　　  　　  　　  　　  　　  ＼22  　　  　　  　　  ＼33  　　  　　  　　  　　  　　  ＼　  ＼　  
  　＼  ８＼  27＼  　８  　７  　５  　９  　２  14＼  　８  　５  　９  12＼  　４  　９  　８  　７  　５  13＼  22＼  
                                                                                                                          
  ＼26  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼32  　　  　　  　　  　　  　　  ＼27  　　  　　  　　  　　  　　  　　  
  　＼  　２  　８  　３  　５  　１  　７  22＼  　８  　９  　３  　７  　５  24＼  　４  　９  　１  　６  　２  　５  
                                                                                                                          
  ＼７  　　  　　  ＼26  　　  　　  　　  　　  　　  ＼　  ＼　  ＼34  　　  　　  　　  　　  　　  ＼16  　　  　　  
  　＼  　１  　６  ５＼  　６  　３  　８  　７  　２  16＼  ６＼  12＼  　４  　９  　８  　７  　６  10＼  　７  　９  
                                                                                                                          
  ＼25  　　  　　  　　  　　  ＼45  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼27  　　  　　  　　  　　  
  　＼  　５  　９  　３  　８  　＼  　３  　６  　１  　９  　４  　８  　２  　７  　５  　＼  　９  　７  　３  　８  
                                                                                                                          
  ＼　  ＼７  　　  　　  　　  ＼　  ＼34  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼　  ＼９  　　  　　  　　  ＼　  
  　＼  　＼  　４  　２  　１  　＼  　＼  　９  　３  　７  　２  　４  　１  　８  　＼  　＼  　５  　３  　１  　＼  
                                                                                                                          
＜文字→数字対応表＞
                                                                          
  あ  イ  ウ  え  お  カ  き  ク  け  コ  さ  し  す  セ  ソ  タ  チ  つ  
                                                                          
  23  16  38  19  29  10  13  ６  21  36  45  17  15  26  24  22  ８  25  
                                                                          
  テ  ト  な  ニ  ヌ  ネ  の  ハ  ひ  ふ  ヘ  ホ  ま  み  む  め  も  や  
                                                                          
  28  18  39  30  12  14  11  40  27  ３  32  34  ５  37  31  33  ７  ９  
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