下馬英人殺害事件現場の怪

龍の口の刑場に引か

らこの名があります︒

っかり守られている様子

性の守護神を予感し︑し

大根師は︑ここでも女

で足は止まってしまいま

地の手前︑下馬の十字路
す︒当時は往来も激し

え﹂と祈ったといいま
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