
パズル原稿　キンピラ工房　2022年1月9日

覆面サムクロス

　本来提示してあるべき、和の数が文字に換わっています。
　同じ文字には同じ数が入ります。
　平仮名(あ、い、う…)は奇数、アルファベット(Ａ、Ｂ、Ｃ…)は偶数を表します。
　解けたら　＜文字→数字対応表＞に入った　そ＋て＋Ｒ＋Ｓ＝　の値はいくつかを答えてください。

                                                                                                  
  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  
  　＼  ち＼  つ＼  Ｉ＼  　＼  　＼  き＼  と＼  し＼  Ｈ＼  　＼  　＼  　＼  　＼  こ＼  く＼  
                                                                                                  
  ＼Ｍ  　　  　　  　　  ＼　  ＼Ｇ  　　  　　  　　  　　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼Ｄ  　　  　　  
  　＼  　　  　　  　　  あ＼  　＼  　　  　　  　　  　　  き＼  す＼  　＼  き＼  　　  　　  
                                                                                                  
  ＼し  　　  　　  　　  　　  ＼Ｂ  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼き  　　  　　  　　  
  　＼  　　  　　  　　  　　  　＼  　　  　　  　　  　　  　　  　　  Ｇ＼  　　  　　  　　  
                                                                                                  
  ＼　  ＼ち  　　  　　  　　  ＼　  ＼Ｄ  　　  　　  ＼う  　　  　　  　　  　　  　　  　　  
  　＼  せ＼  　　  　　  　　  Ｎ＼  そ＼  　　  　　  お＼  　　  　　  　　  　　  　　  　　  
                                                                                                  
  ＼さ  　　  　　  ＼Ｑ  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼Ｄ  　　  　　  ＼Ｅ  　　  　　  
  　＼  　　  　　  Ｒ＼  　　  　　  　　  　　  　　  　　  く＼  　　  　　  く＼  　　  　　  
                                                                                                  
  ＼か  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼し  　　  　　  ＼せ  　　  　　  ＼　  ＼　  
  　＼  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  な＼  　　  　　  さ＼  　　  　　  こ＼  Ｏ＼  
                                                                                                  
  ＼　  ＼　  ＼あ  　　  　　  　　  ＼　  ＼う  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  
  　＼  き＼  す＼  　　  　　  　　  て＼  Ｇ＼  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  
                                                                                                  
  ＼え  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼Ｃ  　　  　　  　　  　　  　　  　　  
  　＼  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  Ｇ＼  　　  　　  　　  　　  　　  　　  
                                                                                                  
  ＼Ｊ  　　  　　  　　  ＼　  ＼な  　　  　　  　　  　　  　　  ＼　  ＼Ｊ  　　  　　  　　  
  　＼  　　  　　  　　  Ｐ＼  Ｇ＼  　　  　　  　　  　　  　　  て＼  お＼  　　  　　  　　  
                                                                                                  
  ＼Ｓ  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼Ｃ  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  
  　＼  　　  　　  　　  　　  　　  　　  Ｄ＼  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  
                                                                                                  
  ＼い  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼　  ＼Ｉ  　　  　　  　　  ＼　  ＼　  
  　＼  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  か＼  た＼  　　  　　  　　  Ｋ＼  そ＼  
                                                                                                  
  ＼　  ＼　  ＼Ｉ  　　  　　  ＼き  　　  　　  ＼け  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  
  　＼  Ｅ＼  Ｌ＼  　　  　　  そ＼  　　  　　  Ａ＼  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  
                                                                                                  
  ＼Ｈ  　　  　　  ＼き  　　  　　  ＼Ｎ  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼Ｇ  　　  　　  
  　＼  　　  　　  Ｄ＼  　　  　　  さ＼  　　  　　  　　  　　  　　  　　  Ｂ＼  　　  　　  
                                                                                                  
  ＼Ｋ  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼Ａ  　　  　　  ＼　  ＼き  　　  　　  　　  ＼　  
  　＼  　　  　　  　　  　　  　　  　　  Ｈ＼  　　  　　  Ｆ＼  　＼  　　  　　  　　  こ＼  
                                                                                                  
  ＼Ｆ  　　  　　  　　  ＼い  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼お  　　  　　  　　  　　  
  　＼  　　  　　  　　  　＼  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　＼  　　  　　  　　  　　  
                                                                                                  
  ＼Ｆ  　　  　　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼あ  　　  　　  　　  　　  ＼　  ＼Ｄ  　　  　　  　　  
  　＼  　　  　　  　＼  　＼  　＼  　＼  　　  　　  　　  　　  　＼  　＼  　　  　　  　　  
                                                                                                  
＜文字→数字対応表＞
                                                                                              
  　　　  あ  い  う  え  お  か  き  く  け  こ  さ  し  す  せ  そ  た  ち  つ  て  と  な  
   奇数                                                                                       
  　　　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  
                                                                                              
  　　　  Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  Ｅ  Ｆ  Ｇ  Ｈ  Ｉ  Ｊ  Ｋ  Ｌ  Ｍ  Ｎ  Ｏ  Ｐ  Ｑ  Ｒ  Ｓ  
   偶数                                                                               
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【答え】
                                                                                                  
  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼　  
  　＼  ７＼  31＼  ６＼  　＼  　＼  13＼  27＼  17＼  ４＼  　＼  　＼  　＼  　＼  11＼  29＼  
                                                                                                  
  ＼18  　　  　　  　　  ＼　  ＼16  　　  　　  　　  　　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼８  　　  　　  
  　＼  　６  　９  　３  21＼  　＼  　８  　４  　１  　３  13＼  19＼  　＼  13＼  　１  　７  
                                                                                                  
  ＼17  　　  　　  　　  　　  ＼22  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼13  　　  　　  　　  
  　＼  　１  　８  　２  　６  　＼  　５  　２  　４  　１  　７  　３  16＼  　６  　２  　５  
                                                                                                  
  ＼　  ＼７  　　  　　  　　  ＼　  ＼８  　　  　　  ＼39  　　  　　  　　  　　  　　  　　  
  　＼  ３＼  　２  　１  　４  28＼  15＼  　５  　３  23＼  　６  　９  　４  　７  　５  　８  
                                                                                                  
  ＼９  　　  　　  ＼36  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼８  　　  　　  ＼12  　　  　　  
  　＼  　２  　７  42＼  　１  　５  　８  　７  　９  　６  29＼  　７  　１  29＼  　３  　９  
                                                                                                  
  ＼33  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼17  　　  　　  ＼３  　　  　　  ＼　  ＼　  
  　＼  　１  　５  　３  　２  　６  　７  　９  35＼  　９  　８  ９＼  　２  　１  11＼  30＼  
                                                                                                  
  ＼　  ＼　  ＼21  　　  　　  　　  ＼　  ＼39  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  
  　＼  13＼  19＼  　７  　５  　９  25＼  16＼  　９  　８  　５  　２  　３  　４  　１  　７  
                                                                                                  
  ＼43  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼38  　　  　　  　　  　　  　　  　　  
  　＼  　４  　５  　９  　３  　８  　１  　７  　６  16＼  　９  　７  　６  　５  　３  　８  
                                                                                                  
  ＼20  　　  　　  　　  ＼　  ＼35  　　  　　  　　  　　  　　  ＼　  ＼20  　　  　　  　　  
  　＼  　５  　７  　８  32＼  16＼  　５  　９  　８  　７  　６  25＼  23＼  　６  　５  　９  
                                                                                                  
  ＼34  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼38  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  
  　＼  　１  　３  　６  　８  　７  　９  ８＼  　５  　９  　１  　８  　４  　３  　２  　６  
                                                                                                  
  ＼37  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼　  ＼６  　　  　　  　　  ＼　  ＼　  
  　＼  　３  　４  　５  　６  　９  　２  　１  　７  33＼  ５＼  　１  　３  　２  24＼  15＼  
                                                                                                  
  ＼　  ＼　  ＼６  　　  　　  ＼13  　　  　　  ＼41  　　  　　  　　  　　  　　  　　  　　  
  　＼  12＼  26＼  　４  　２  15＼  　８  　５  10＼  　４  　２  　７  　５  　８  　９  　６  
                                                                                                  
  ＼４  　　  　　  ＼13  　　  　　  ＼28  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼16  　　  　　  
  　＼  　１  　３  ８＼  　９  　４  ９＼  　２  　１  　５  　３  　９  　８  22＼  　７  　９  
                                                                                                  
  ＼24  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼10  　　  　　  ＼　  ＼13  　　  　　  　　  ＼　  
  　＼  　３  　６  　５  　７  　２  　１  ４＼  　２  　８  14＼  　＼  　１  　９  　３  11＼  
                                                                                                  
  ＼14  　　  　　  　　  ＼37  　　  　　  　　  　　  　　  　　  ＼23  　　  　　  　　  　　  
  　＼  　２  　９  　３  　＼  　９  　８  　３  　４  　７  　６  　＼  　２  　８  　４  　９  
                                                                                                  
  ＼14  　　  　　  ＼　  ＼　  ＼　  ＼21  　　  　　  　　  　　  ＼　  ＼５  　　  　　  　　  
  　＼  　６  　８  　＼  　＼  　＼  　＼  　１  　３  　９  　８  　＼  　＼  　５  　１  　２  
                                                                                                  
                                                                                              
  　　　  あ  い  う  え  お  か  き  く  け  こ  さ  し  す  せ  そ  た  ち  つ  て  と  な  
   奇数                                                                                       
  　　　  21  37  39  43  23  33  13  29  41  11  ９  17  19  ３  15  ５  ７  31  25  27  35  
                                                                                              
  　　　  Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  Ｅ  Ｆ  Ｇ  Ｈ  Ｉ  Ｊ  Ｋ  Ｌ  Ｍ  Ｎ  Ｏ  Ｐ  Ｑ  Ｒ  Ｓ  
   偶数                                                                               
  　　　  10  22  38  ８  12  14  16  ４  ６  20  24  26  18  28  30  32  36  42  34  
                                                                                      
　　　そ＋て＋Ｒ＋Ｓ＝　１５　＋　２５　＋　４２　＋　３４　＝　１１６
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