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沢山の国名が出てきます。国名と一般単語の区別が難しい所です。上半分です。

dafsb sar aasb sar dardazi
豊かな国のボスは発展しボスは農地の仕事。

kand daqtttb kdaum daqaumb
しかし被統治国は後に家が自立希望の人。

qdar batsb daftsb nadaftsb daftsar gasdardaum
狭い農地で豊かな国はダフト国、ナダフト国で、貧しいボスは取って集めた農地や家だった。

dafttb nadaqttb daqtb aatfair battqb sand aum
貧しい国は統治の無い国で、自立国は最後に加えた多くはない地域の国土に希望があった。

nadaqttb dafttsb baatsb nadaqtts ar daqttsb kb
不統治国のダフツツ国は豊かな国で統治せずに土地を集めた。
ダクツツ国は続いた。

bqttsb nadattsb daumqttb batqb nadaqttb
ブクツツ国、ナダツツ国は家が小さい国で、多くの地域は不統治国だった。
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pdand daumqtsb daqtsb nadaqb daqttsb nadaqtb
少し悪いダウムクト国、ダクト国、支配の無いダクツツ国は自立国でなかった。

nadaqtsb daqtsb nadaqttsb daqttsb baatsb nadaqb
ナダクト国、ダクト国、ナダクツツ国、タクツツ国は豊かな国で支配が無かった。

batdaum nadaumaatb daqttsb kand daqdasb aaqttsb
豊かな家は家が無くても人が増えた。ダクツツ国はしかし自立成長しアアクツツ国となった。

nadaftts daftsb battsb nadaqttsb nadattsb daqttsb sazi
貧しくない集まりはダフト国、バツツ国、ナダクツツ国、ナダツツ国、ダクツツ国で
集まることができた。

baatsb nadattsb daum aattb sand aaqaatsb said sb sand
豊かな国はナダクツツ国で家に国を加え国土は、アアクアト国だが元の国が国土である。

ndaqttk nadaqtsb daftsb baatsb nadaqsb sdaum daumqttsb saaum fttsazi
自立しない契約はナダクト国、ダフト国、豊かな国のナダクト国、
家を集めたダウムクツツ国だった。家を集めて豊かさを集めるのは可能だった。

batsdaum aaatsb daqtsb dafaum aaqaatsb nadaftsb sdaqtsb sdaum umqttb nadaqbsb
多くの家を集め国を加えたのはダクト国、豊かな家はアアクアト国、ナダフト国、
スダクト国だった。家を集め色々小さな国はナダクブ国だった。

sbatb daumqttb saum daum daftsb daqtsb daqtsb nadaqtsb saum sar daum aaatsb kaid
国ができて家が小さな国で家を集めた家はダフト国、統治国のダクト国、ナダクト国だった。
家を集めたボスは家に国を加え、中央とした。

ndaqbaatsb nadaqtts bsand aatfab daqaum daumqtsb aaatsb sdaumqtsb daqtsazi
ナダクバット国、ナダクツツ国の国土は遠くの人を加え、自立希望の家はクト国、
国を加えたスダウムクト国、ナダクト国だった。

kdaind daum aaatsb nadaum qtsb batb nadaqtsb nadaqtb sdaumb daum baatsb nadaqtsb
後の支えの家は国を加え家の無いクト国、変化したナダクト国、自立の無い国の国民を集め
たダウムバット国、ナダクト国であった。

nadaqttb dafdaum aaatsb sand saum battsb aaatsb daqtsb rqaasb qdaum qaumsb
統治の無い家は、豊かな家で国を加え国土に家を集めたバツツ国、国を加えたダクト国、
ルクアア国、小さな家のクアウム国だった。

sbattb nadaqttsb bqtsb nadaqdar baatsb nadaqb sdaum baqab nadaqaid daum qdaumsb
多くの国の集まりはナダクツツ国、ブクツ国だった。自立農地でない豊かな国は
支配が無く家を集めて人を指導した。自助の無い家はクダウム国だった。

kdaumqtk daumdaqar baqab baqdaum nadaqar aasb faumbatsb daqar daqtsb baatsb sb
後の家が小さい方向だったが、家が自立地となり人が生まれるに従って家が元に戻った。
自立地でなく成長したフアウムバット国は、自立地の統治国で多くの国々だった。

fdaumbab nadaqb nadaqtsb baatsb nadaqttsb
遠い国の勢力は不支配のナダクト国、豊かな国のナダクツツ国であった。
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手稿のページや行は歴史順ではなく幾つかの記録をばらばらに記載している様に見られます。
右隅の単語は左の本文の続きだと考えました。行ずれの補正をしています。

paadaum baatsb bafaum daqtsb dapaadaumdar qaasb dagaatsb k and gattb daumk
幾らかの家は豊かな国で、前向きの希望があるダクト国、多くの家や農地のクアア国、
であった。ダグアアト国は後であるが国を取られて家は後だった。

dabatb ftsb daqaid batb nadaqtsb qaab daqtsb daqtb sb daqtsb daumbaatsb
小さく変化したフト国は自助で変化し、ナダクト国、クアア国、ダクト国になった。
自立国の国はダクト国、ダウムバット国だった。

nadaqttb daumqaid daqaum baatsb fab qdardaum dardar daqar
統治の無い国は家が狭くて、自立家の豊かな国は遠くの人だった。
狭い農地や家は、次々と農地になり自立地になった。

baattb daqttsb daumqaid daumatb kand daumb bsairdatum
纏められた国のダクツツ国は、家の少しの助けで家に人を増やした。
しかし国民は決まった場所の家だった。

nadaqand daqand daumdaum daqaum aatsb aatsb baaqab
奴連合が成立し次々と家ができ、自立希望は次々と国を加え人が離れた。

daum nadaqar baatsb nadaumdaftsb aumaatsb sbatsb
家が不自立地で豊かな国はナダウムダフト国、ダウムアアト国、スバット国だった。
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b dar baatsb nadaumqttsb aumaatsb daumqaum
人や農地が豊かな国はナダウムクツツ国、ダウムアアト国で、家に小さな希望があった。

saum baatsb nadaqtsb baatsb said sand
指導者が豊かな国はナダクト国で豊かな国の長老は国土(を担当した)。

kaid batsb nadaqttb sand daqtsb daumsb
しかし豊かな国は統治されない国の国土で、ダクト国は家国家だった。

nadaqtb daum qtts nadaqtsb nadaqtb nadaqtdaumb
不自立の家は小さく集まった。ナダクト国は自立国でなく統治の無い家の人だった。

aaata sand dafaum asb dafaum aqadar aumb
幾らか食べられる国土は豊かな希望で発展した。
豊かな希望は農地を離れて人々のものになった。

nadaqtsb baatsb qaum daqtsb bgaatsb ftsb umdaumdar daqasb
ナダクト国は変化して小さな希望がダフト国、ブグアアト国、フト国になった。
色々な家や農地は自立的な国だった。

batsb nadaqtb nadaqtsb atb sar daqtb daqtbab aumab kdaumaatb
豊かな国は自立国でなく、ナダクト国には人が増え、
ボスは自立国の統治勢力の家が全てで、後に家に人を増やした。

nadaqaid daum aatsb aumatb k aum dar aasb saatb daqtb umab sairdaumsb
自助の無い家は国を増やして家に人を増やした。後に希望の農地は発展し、
幾らかの国は自立国となり色々な家に日光が家と国にあった。

badar daum daqaid baatsb aumbaatsb fdaumdaqttsb aatsb daqtsb umdaum saraab
成長した家は自助で豊かな国となりダウムバット国、遠い家のダクツツ国は国を増やした。
自立国は色々全てボスが全てだった。

nadaqtb kdaumqtsb daqtb umqaid batb batk daum baatsb nadaqttb rdar bbaqab
自立国でないカダウムクト国は自立国から色々小さな援助があった。
ずっと後にダウムバット国は統治されない国になり周りは農地で人を指導した。

aaqab nadaqand batb said nadaqttb sand daqand nadaqaum sb k daaatsb
人が離れて自立国ではないが豊かな国の国土は統治の無い国の国土だった。
成立した自立しない希望は国の後ダアアト国だった。

nadaqaatb nadaqttsb daqtsb sdaumdar daum aatsb daftdaum daumdaum
自立的でない国のナダクツツ国は統治国で家や農地を集め、家に国を追加した。
貧しい家だったが次々と家だった。

umbaatsb nadaum and daqtb aumaatb umatb daumbaatsb baqab kdaumb
ウムバット国は家が無くて自立国だった。家を追加して、いろいろ人が増えた。
ダウムバット国は指導者で後の家の人だった。

bfttsar daumqttb aumatb nadaqtb umqtdaumsb sand daumqtsb bqand
新しいボスは家が小さい国の家に人を増やした。
自立国でないウムクトダウム国の国土はダウムクト国で確かではない。

kdar daftk sdaumqtsb dafdaum aaatsb
完全に豊かな方向のスダウムクト国は豊かな家に国を加えた。


