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CMEPS-J Report No. 43 (Updated on October 27, 2018)
青山 弘之（東京外国語大学）

Ⅰ

県議会選挙当選者

2018 年政令第 304 号（2018 年 10 月 2 日施行）で発表された各県の県議会選挙（9 月 16 日投票）の当選者は以下の
通り。

1.

ダマスカス県

第 1 部門
1)

アフマド・バラカート・ブン・アミーン（Aḥmad Barakāt bn Amīn ）اﺣﻤﺪ ﺑﺮﻛﺎت ﺑﻦ اﻣﯿﻦ

2)

アナス・スィバーイー・ブン・ムハンマド（Anas al-Sibā‘ī bn Muḥammad ）اﻧﺲ اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

3)

アニース・ティーナーウィー・ブン・ハサン（Anīs Tīnāwī bn Ḥasan ）اﻧﯿﺲ ﺗﯿﻨﺎوي ﺑﻦ ﺣﺴﻦ

4)

アイマン・アスアド・ブン・ワジーフ（Ayman As‘ad bn Wajīh ）اﯾﻤﻦ اﺳﻌﺪ ﺑﻦ وﺟﯿﮫ

5)

アイマン・ハデル・ブン・ムハンマド（Ayman Khaḍr bn Muḥammad ）اﯾﻤﻦ ﺧﻀﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

6)

アフマド・アンマール・ナン・ブン・ムワッファク（Aḥmad ‘Ammār al-Nann bn Muwaffaq ）اﺣﻤﺪ ﻋﻤﺎر اﻟﻨﻦ ﺑﻦ ﻣﻮﻓﻖ

7)

アマーリー・カッラ・タッハーン・ビント・サラーフ（Amālī Qarrah al-Taḥḥān Bint Ṣalāḥ ）اﻣﺎﻟﻲ ﻗﺮه اﻟﻄﺤﺎن ﺑﻨﺖ ﺻﻼح

8)

アマル・ミスリー・ビント・ムハンマド（Amal al-Miṣrī Bint Muḥammad ）اﻣﻞ اﻟﻤﺼﺮي ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ

9)

アナス・ヌーヌー・ブン・ヒシャーム（Anas al-Nūnū bn Hishām ）اﻧﺲ اﻟﻨﻮﻧﻮ ﺑﻦ ھﺸﺎم

10) アイマン・アブドゥルワーヒド・ブン・アブドゥッラー（Ayman ‘Abd al-Wāḥid bn ‘Abd Allāh ）اﯾﻤﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ
11) イーナース・ヌーリー・ビント・ムハンマド・ハイサム（Īnās al-Nūrī Bint Muḥammad Haytham ）اﯾﻨﺎس اﻟﻨﻮري ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ ھﯿﺜﻢ
12) バースィル・マイフーブ・ブン・マフムード（Bāsil Mayhūb bn Maḥmūd ）ﺑﺎﺳﻞ ﻣﯿﮭﻮب ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد
13) バドルッディーン・アイヤーシュ・ブン・マフムード（Badr al-Dīn ‘Ayyāsh bn Maḥmūd ）ﺑﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﻋﯿﺎش ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد
14) バラカート・バラカート・ブン・スィムアーン（Barakāt al-Barakāt bn Sim‘ān ）ﺑﺮﻛﺎت اﻟﺒﺮﻛﺎت ﺑﻦ ﺳﻤﻌﺎن
15) バッサーム・バラカート・ブン・アフマド（Bassām Barakāt bn Aḥmad ）ﺑﺴﺎم ﺑﺮﻛﺎت ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
16) バッシャール・クーバー・ブン・フランスィース（Bashshār Qūbā bn Fransīs ）ﺑﺸﺎر ﻗﻮﺑﺎ ﺑﻦ ﻓﺮﻧﺴﯿﺲ
17) ブシュラー・ズライカ・ビント・ハーシム（Bushrā Zurayqa Bint Hāshim ）ﺑﺸﺮى زرﯾﻘﺔ ﺑﻨﺖ ھﺎﺷﻢ
18) タハーニー・ラフビー・ビント・ナーズィム（Tahānī al-Raḥbī Bint Nāẓim ）ﺗﮭﺎﻧﻲ اﻟﺮﺣﺒﻲ ﺑﻨﺖ ﻧﺎظﻢ
19) ジャミール・ウームリー・ブン・アリー（Jamīl Ūmrī bn ‘Alī ）ﺟﻤﯿﻞ اوﻣﺮي ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
20) ハサン・トゥルクジー・ブン・アリー（Ḥasan Turkjī bn ‘Alī ）ﺣﺴﻦ ﺗﺮﻛﺠﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
21) ラフィーク・ムハンマド・ブン・ムハンマド・サイード（Rafīq Muḥammad bn Muḥammad Sa‘īd ）رﻓﯿﻖ ﻣﺤﻤﺢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ
22) サミール・ダッカーク・ブン・アブドゥルハキーム（Samīr Dakkāk bn ‘Abd al-Ḥakīm ）ﺳﻤﯿﺮ دﻛﺎك ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﯿﻢ
23) シャーディー・ザルファ・ブン・ファイサル（Shādī Zalfa bn Fayṣal ）ﺷﺎدي زﻟﻔﮫ ﺑﻦ ﻓﯿﺼﻞ
24) アーディル・アラビー・ブン・アンワル（‘Ādil al-‘Alabī bn Anwar ）ﻋﺎدل اﻟﻌﻠﺒﻲ ﺑﻦ اﻧﻮر
25) アブドゥッサッタール・サイイド・ブン・アリー（‘Abd al-Sattār al-Sayyid bn ‘Alī ）ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر اﻟﺴﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
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26) アブドゥッラー・タナーティラ・ブン・ムハンマド・サイード（‘Abd Allāh Ṭanāṭira bn Muḥammad Sa‘īd ﻋﺒﺪﷲ طﻨﺎطﺮه ﺑﻦ
）ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ
27) アビール・ザブヤーン・ビント・タフスィーン（‘Abīr Ẓabyān Bint Taḥsīn ）ﻋﺒﯿﺮ ظﺒﯿﺎن ﺑﻨﺖ ﺗﺤﺴﯿﻦ
28) ファーイザ・ジャウハラ・ビント・イブラーヒーム（Fayiza Jawhara Bint Ibrāhīm ）ﻓﺎﯾﺰة ﺟﻮھﺮه ﺑﻨﺖ اﺑﺮاھﯿﻢ
29) フィラース・アズブ・ブン・アミーン（Firās al-‘Azb bn Amīn ）ﻓﺮاس اﻟﻌﺰب ﺑﻦ اﻣﯿﻦ
30) ルアイユ・ハジャル・ブン・ラマダーン（Lu’ayy al-Ḥajal bn Ramaḍān ）ﻟﺆي اﻟﺤﺠﻞ ﺑﻦ رﻣﻀﺎن
31) マーズィン・ガラーウィー・ブン・ヌールッディーン（Māzin al-Gharāwī bn Nūr al-Dīn ）ﻣﺎزن اﻟﻐﺮاوي ﺑﻦ ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ
32) マーズィン・シャーヒーン・ブン・アーディル（Māzin Shāhīn bn ‘Ādil ）ﻣﺎزن ﺷﺎھﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺎدل
33) マーヒル・クライト・ブン・ルトフィー（Māhir Qurayṭ bn Luṭfī ）ﻣﺎھﺮ ﻗﺮﯾﻂ ﺑﻦ ﻟﻄﻔﻲ
34) マーウィヤ・ティッルー・ビント・アブドゥッラー・マズファル（Māwiya Tallū Bint ‘Abd Allāh Maẓfar ﻣﺎوﯾﺔ ﺗﻠﻠﻮ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪﷲ
）ﻣﻈﻔﺮ
35) マーウィヤ・アブドゥッラー・ビント・ムハンマド・ガーズィー（Mawiya ‘Abd Allāh Bint Muḥammad Ghāzī ﻣﺎوﯾﮫ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻨﺖ
）ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎزي
36) ムハンマド・カッザーズ・ブン・ムハンマド・ナビール（Muḥammad al-Qazzāz bn Muḥammad Nabīl ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺰاز ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
）ﻧﺒﯿﻞ
37) ムハンマド・ハッサーン・サクバーニー・ブン・ムハンマド・ファウズィー（Muḥammad Ḥassān Saqbānī bn Muḥammad
Fawzī ）ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﺎن ﺳﻘﺒﺎﻧﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻮزي
38) ムハンマド・ハーリド・アラビー・ブン・ワリード（Muḥammad Khālid al-‘Alabī bn Walīd ）ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﻠﺒﻲ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ
39) ムハンマド・ハイル・ラバーブ・ブン・マアルーフ（Muḥammad Khayr Rabāb bn Ma‘rūf ）ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﺮ رﺑﺎب ﺑﻦ ﻣﻌﺮوف
40) ムハンマド・ラフィーク・シャーウィーシュ・ブン・アブドゥルファッターフ（Muḥammad Rafīq Shāwīsh bn ‘Abd al-Fattāḥ
）ﻣﺤﻤﺪ رﻓﯿﻖ ﺷﺎوﯾﺶ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح
41) ムハンマド・ディヤー・マールディーニー・ブン・ターハー（Muḥammad Ḍiyā’ al-Mārdīnī bn Ṭāhā ﻣﺤﻤﺪ ﺿﯿﺎء اﻟﻤﺎردﯾﻨﻲ ﺑﻦ
）طﮫ
42) ムハンマド・イサーム・ムラード・ブン・ターリブ（Muḥammad ‘ Iṣām Murād bn Ṭālib ）ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺼﺎم ﻣﺮاد ﺑﻦ طﺎﻟﺐ
43) ムハンマド・ガッサーン・ダクダク・ブン・ムハンマド・サリーム（Muḥammad Ghassān Dakdak bn Muḥammad Salīm
）ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺴﺎن دﻛﺪك ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﯿﻢ
44) ムハンマド・ムフリス・ウスマーン・ブン・アブドゥッサラーム（Muḥammad Mukhliṣ ‘Uthmān bn ‘Abd al-Salām ﻣﺤﻤﺪ
）ﻣﺨﻠﺺ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم
45) ムハンマド・ムスタファー・ブン・イブラーヒーム（Muḥammad Muṣṭafā bn Ibrāhīm ）ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ
46) マリヤム・アッブード・ビント・アスアド（Mariyam ‘Abbūd Bint As‘ad ）ﻣﺮﯾﻢ ﻋﺒﻮد ﺑﻨﺖ اﺳﻌﺪ
47) ナディーム・ダフダル・ブン・アターッラー（Nadīm Daḥd al-bn ‘Aṭā Allāh ）ﻧﺪﯾﻢ دﺣﺪل ﺑﻦ ﻋﻄﺎ ﷲ
48) ハーディー・バイドゥーン・ブン・ハサン（Hādī Bayḍūn bn Ḥasan ）ھﺎدي ﺑﯿﻀﻮن ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
49) ヤースィル・ウスマーン・ブン・ムハンマド・バッサーム（Yāsir ‘Uthmān bn Muḥammad Bassām ）ﯾﺎﺳﺮ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺴﺎم
50) ユースフ・クサイバーティー・ブン・ムハンマド・ラシード（Yūsuf Quṣaybātī bn Muḥammad Rashīd ﯾﻮﺳﻒ ﻗﺼﯿﺒﺎﺗﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
）رﺷﯿﺪ
第 2 部門
1)

アーラー・ジュムア・ビント・アーミル（Ālā’ Jum‘a Bint ‘Āmir ）آﻻء ﺟﻤﻌﮫ ﺑﻨﺖ ﻋﺎﻣﺮ

2)

アフマド・ナーブルスィー・ブン・ムスタファー（Aḥmad Nābulsī bn Muṣṭafā ）اﺣﻤﺪ ﻧﺎﺑﻠﺴﻲ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ

3)

イブラーヒーム・フィルユーン・ブン・イスマーイール（Ibrāhīm Filyūn bn Ismā‘īl ）اﺑﺮاھﯿﻢ ﻓﻠﯿﻮن ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ

4)

インティサール・ジャズマーティー・ビント・ムニール（Intiṣār Jazmātī Bint Munīr ）اﻧﺘﺼﺎر ﺟﺰﻣﺎﺗﻲ ﺑﻨﺖ ﻣﻨﯿﺮ

5)

アナス・マールディーニー・ブン・アンワル（Anas Mārdīnī bn Anwar ）أﻧﺲ ﻣﺎردﯾﻨﻲ ﺑﻦ اﻧﻮر

6)

ビラール・ナッアール・ブン・ムハンマド（Bilāl al-Na‘‘āl bn Muḥammad ）ﺑﻼل اﻟﻨﻌﺎل ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
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7)

タミーム・ハルブ・ブン・イブラーヒーム（Tamīm Ḥarb bn Ibrāhīm ）ﺗﻤﯿﻢ ﺣﺮب ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ

8)

ジャマーナ・ヌーリー・ビント・ムハンマド・マアムーン（Jamāna al-Nūrī Bint Muḥammad Ma’mūn ﺟﻤﺎﻧﮫ اﻟﻨﻮري ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ
）ﻣﺄﻣﻮن

9)

ハーリド・ハルフ・ブン・アブドゥー（Khālid al-Ḥarḥ bn ‘Abdū ）ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺤﺮح ﺑﻦ ﻋﺒﺪو

10) ハーリド・バーラーフィー・ブン・ガーズィー（Khālid Bārāfī bn Ghāzī ）ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎراﻓﻲ ﺑﻦ ﻏﺎزي
11) ズハイリー・ムハンマド・ブン・サーリフ（Zuhayr Muḥammad bn Ṣāliḥ ）زھﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ
12) ズィヤード・ザーイド・ブン・アブドゥルハミード（Ziyād al-Zāyid bn ‘Abd al-Ḥamīd ）زﯾﺎد اﻟﺰاﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ
13) ズィヤード・マズルーム・ブン・ターリブ（Ziyād al-Maẓlūm bn Ṭālib ）زﯾﺎد اﻟﻤﻈﻠﻮم ﺑﻦ طﺎﻟﺐ
14) ズィヤード・サーリハ・ブン・ハムディー（Ziyād Ṣāliḥa bn Ḥamdī ）زﯾﺎد ﺻﺎﻟﺤﺔ ﺑﻦ ﺣﻤﺪي
15) サミール・アブドゥルムウミン・ジャザーイルリー・ブン・アドナーン（Samīr ‘Abd al-Mu’min al-Jazā‘irlī bn ‘Adnān ﺳﻤﯿﺮ
）ﻋﺒﺪاﻟﻤﺆﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻟﻲ ﺑﻦ ﻋﺪﻧﺎن
16) シャーディー・スッカリーヤ・ブン・イリヤース（Shādī Sukkarīya bn Iliyās ）ﺷﺎدي ﺳﻜﺮﯾﺔ ﺑﻦ اﻟﯿﺎس
17) アブドゥッラフマーン・ミスリー・ブン・ジャマールッディーン（‘Abd al-Raḥmān al-Miṣrī bn Jamāl al-Dīn ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
）اﻟﻤﺼﺮي ﺑﻦ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ
18) アブドゥッラフマーン・カナアーン・ブン・ムハンマド（‘Abd al-Raḥmān Kana‘ān bn Muḥammad ）ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻛﻨﻌﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
19) アブドゥルガニー・ウスマーン・ブン・アブドゥルアズィーズ（‘Abd al-Ghanī ‘Uthmān bn ‘Abd al-‘Azīz ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ
）ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ
20) アンマール・カルウー・ブン・ムハンマド・サイード（‘Ammār Kal‘ū bn Muḥammad Sa‘īd ）ﻋﻤﺎر ﻛﻠﻌﻮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ
21) ウマル・ハドラ・ブン・ムハンマド・バッシャール（‘Umar Khaḍra bn Muḥammad Bashshār ）ﻋﻤﺮ ﺧﻀﺮه ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﺎر
22) ガフラーン・マラーク・ビント・ファーディル（Ghafrān Malāk Bint Fāḍil ）ﻏﻔﺮان ﻣﻼك ﺑﻨﺖ ﻓﺎﺿﻞ
23) ファイサル・スルール・ブン・ズハイリー（Fayṣal Surūr bn Zuhayr ）ﻓﯿﺼﻞ ﺳﺮور ﺑﻦ زھﯿﺮ
24) カーミル・ビシャーラ・ブン・スライマーン（Kāmil al-Bishāra bn Sulaymān ）ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺒﺸﺎره ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن
25) ライラー・アッバース・ビント・ムハンマド（Laylā al-‘Abbās Bint Muḥammad ）ﻟﯿﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎس ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ
26) マアムーン・ミスリー・ブン・アブドゥルファッターフ（Ma’mūn al-Miṣrī bn ‘Abd al-Fattāḥ ）ﻣﺄﻣﻮن اﻟﻤﺼﺮي ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح
27) マーズィン・ダッバース・ブン・ラスラーン（Māzin al-Dabbās bn Raslān ）ﻣﺎزن اﻟﺪﺑﺎس ﺑﻦ رﺳﻼن
28) マーズィン・サルジャ・ブン・アーディル（Māzin Thalja bn ‘Ādil ）ﻣﺎزن ﺛﻠﺠﮫ ﺑﻦ ﻋﺎدل
29) マジュド・ハッラーク・ブン・ムハンマド（Majd al-Ḥallāq bn Muḥammad ）ﻣﺠﺪ اﻟﺤﻼق ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
30) ムハンマド・ザンド・ハディード・ブン・アフマド（Muḥammad Zand al-Ḥadīd bn Aḥmad ）ﻣﺤﻤﺪ زﻧﺪ اﻟﺤﺪﯾﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
31) ムハンマド・アーキル・ブン・ヒシャーム（Muḥammad al-‘Āqil bn Hishām ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﺑﻦ ھﺸﺎم
32) ムハンマド・イヤード・バグダーディー・ブン・ムハンマド・ラーティブ（Muḥammad Iyād al-Baghdādī bn Muḥammad
Rātib ）ﻣﺤﻤﺪ اﯾﺎد اﻟﺒﻐﺪادي ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ راﺗﺐ
33) ムハンマド・ハッサーン・バルニー・ブン・アフマド（Muḥammad Ḥassān al-Barnī bn Aḥmad ）ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﺎن اﻟﺒﺮﻧﻲ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
34) ムハンマド・ドゥッハーン・ブン・シャムスッディーン（Muḥammad Dukhkhān bn Shams al-Dīn ）ﻣﺤﻤﺪ دﺧﺎن ﺑﻦ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ
35) ムハンマド・ラーミズ・マールディーニー・ブン・ターハー（Muḥammad Rāmiz al-Mārdīnī bn Ṭāhā ﻣﺤﻤﺪ راﻣﺰ اﻟﻤﺎردﯾﻨﻲ ﺑﻦ
）طﮫ
36) ムハンマド・シャーディー・ハイミー・ブン・ヒクマト（Muḥammad Shādī al-Khaymī bn Ḥikmat ）ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎدي اﻟﺨﯿﻤﻲ ﺑﻦ ﺣﻜﻤﺖ
37) ムハンマド・シュジャーウ・ハーディム・サルージー・ブン・アフマド（Muḥammad Shujā‘ Khādim al-Sarūjī bn Aḥmad
）ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺠﺎع ﺧﺎدم اﻟﺴﺮوﺟﻲ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
38) ムハンマド・ターリク・カリーシャーティー・ブン・ズィヤード（Muḥammad Ṭāriq Karīshātī bn Ziyād ﻣﺤﻤﺪ طﺎرق ﻛﺮﯾﺸﺎﺗﻲ ﺑﻦ
）زﯾﺎد
39) ムハンマド・アブドゥルハイ・ダッルール・ブン・サラーフッディーン（Muḥammad ‘Abd al-Ḥayy Dallūl bn Ṣalāḥ al-Dīn
）ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻲ دﻟﻠﻮل ﺑﻦ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ
40) ムハンマド・アッザーム・ブン・ヌールッディーン（Muḥammad ‘Azzām bn Nūr al-Dīn ）ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰام ﺑﻦ ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ
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41) ムハンマド・ギヤース・イドリビー・ブン・サーリム（Muḥammad Ghiyāth al-Idlibī bn Sālim ）ﻣﺤﻤﺪ ﻏﯿﺎث اﻻدﻟﺒﻲ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ
42) ムハンマド・フィラース・アリー・ビク・ブン・ムワッファク（Muḥammad Firās ‘Alī Bik bn Muwaffaq ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮاس ﻋﻠﻲ ﺑﻚ ﺑﻦ
）ﻣﻮﻓﻖ
43) ムハンマド・カースィム・アラブ・ブン・ジャースィム（Muḥammad Qāsim al-‘Arab bn Jāsim ）ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻌﺮب ﺑﻦ ﺟﺎﺳﻢ
44) ムハンマド・カイス・ラマダーン・ブン・アブドゥッラフマーン（Muḥammad Qays Ramaḍān bn ‘Abd al-Raḥmān ﻣﺤﻤﺪ ﻗﯿﺲ
）رﻣﻀﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
45) ムハンマド・ムルヒム・ブン・アリー（Muḥammad Mulḥim bn ‘Alī ）ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﺤﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
46) マシュフール・アリー・ブン・アフマド（Mashhūr ‘Alī bn Aḥmad ）ﻣﺸﮭﻮر ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
47) ニバール・アフマド・ブン・ハーリス（Nibāl Aḥmad bn Ḥāris ）ﻧﺒﺎل اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرس
48) ナスル・サアブ・ブン・カリーム（Naṣr Ṣa‘b bn Karīm ）ﻧﺼﺮ ﺻﻌﺐ ﺑﻦ ﻛﺮﯾﻢ
49) ハーニー・ジュルジー・シャーミーヤ・ブン・ジュブラーン（Hānī Jurjī Shāmiya bn Jubrān ）ھﺎﻧﻲ ﺟﺮﺟﻲ ﺷﺎﻣﯿﮫ ﺑﻦ ﺟﺒﺮان
50) ワディーウ・ハムダーン・ブン・サーフィー（Wadī‘ Ḥamdān bn Ṣāfī ）ودﯾﻊ ﺣﻤﺪان ﺑﻦ ﺻﺎﻓﻲ
2.

アレッポ県

第 1 部門
1)

アフマド・アフマド・イブラーヒーム・シューマーン・ブン・ムスタファー（Aḥmad Aḥmad Ibrāhīm Shūmān bn Muṣṭafā
）اﺣﻤﺪ اﺣﻤﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺷﻮﻣﺎن ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ

2)

アフマド・ヤースィーン・ブン・ハラフ（Aḥmad al-Yāsīn bn Khalaf ）اﺣﻤﺪ اﻟﯿﺎﺳﯿﻦ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ

3)

アフマド・ジャマル・ブン・ムハンマド（Aḥmad Jamal bn Muḥammad ）اﺣﻤﺪ ﺟﻤﻞ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

4)

アフマド・ガザール・ブン・ムハンマド・アリー（Aḥmad Ghazāl bn Muḥammad ‘Alī ）اﺣﻤﺪ ﻏﺰال ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ

5)

アントゥワニート・バラディー・ビント・ジューズィーフ（Anṭwnīt Baladī Bint Jūzīf ）اﻧﻄﻮاﻧﯿﺖ ﺑﻠﺪي ﺑﻨﺖ ﺟﻮزﯾﻒ

6)

アイハム・ムハンマド・イーサー・ブン・アブドゥルアズィーズ（Ayham Muḥammad al-‘Īsā bn ‘Abd al-‘Azīz اﯾﮭﻢ ﻣﺤﻤﺪ
）اﻟﻌﯿﺴﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ

7)

バッカール・ハマーディー・ブン・ムハンマド（Bakkār Ḥamādī bn Muḥammad ）ﺑﻜﺎر ﺣﻤﺎدي ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

8)

ビーブルス・ムハンマド・ブン・ジュムア（Bībrus Muḥammad bn Jum‘a ）ﺑﯿﺒﺮس ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻤﻌﮫ

9)

ジハード・ガニーマ・ブン・アフマド（Jihād al-Ghanīma bn Aḥmad ）ﺟﮭﺎد اﻟﻐﻨﯿﻤﮫ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ

10) ハサン・シャリーディー・ブン・サッルーム（Ḥasan al-Sharīdī bn Sallūm ）ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺮﯾﺪي ﺑﻦ ﺳﻠﻮم
11) ハマドゥー・アッサーフ・ブン・アブドゥッサラーム（Ḥamdū ‘Assāf bn ‘Abd al-Salām ）ﺣﻤﺪو ﻋﺴﺎف ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم
12) ハーリド・シャビーブ・ブン・ユースフ（Khālid al-Shabībbn Yūsuf ）ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺸﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ
13) ハーリド・アッサーフ・ブン・アフマド（Khālid al-‘Assāf bn Aḥmad ）ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺴﺎف ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
14) ディーミトリー・イーサー・ブン・イリヤース（Dīmitrī‘Īsā bn Iliyās ）دﯾﻤﺘﺮي ﻋﯿﺴﻰ ﺑﻦ اﻟﯿﺎس
15) ズィクラー・ハッジャール・ビント・ムハンマド・リヤード（Dhikrā Ḥajjār Bint Muḥammad Riyāḍ ）ذﻛﺮى ﺣﺠﺎر ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ رﯾﺎض
16) ラアファト・ナッバハーン・ブン・アリー（Ra‘fat al-Nabbahān bn ‘Alī ）رأﻓﺖ اﻟﻨﺒﮭﺎن ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
17) ラーニヤ・ハーッジ・カッドゥール・ビント・タウフィーク（Rāniya Ḥajj Qaddūr Bint Tawfīq ）راﻧﯿﺔ ﺣﺎج ﻗﺪور ﺑﻨﺖ ﺗﻮﻓﯿﻖ
18) ズハイル・ビー・ブン・アブドゥルワッハーブ（Zuhayr Bī bn ‘Abd al-Wahhāb ）زھﯿﺮ ﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب
19) サニーフ・ジュムア・ブン・フサイン（Sanīḥ Jum‘a bn Ḥusayn ）ﺳﻨﯿﺢ ﺟﻤﻌﺔ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ
20) サフワーン・ズアイティル・ブン・ムハンマド・ナーディル（Ṣafwān al-Zu‘aytir bn Muḥammad Nādir ﺻﻔﻮان اﻟﺰﻋﯿﺘﺮ ﺑﻦ
）ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎدر
21) タラール・ジュナイダーン・ブン・アリー（Ṭalāl Junaydān bn ‘Alī ）طﻼل ﺟﻨﯿﺪان ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
22) アブドゥルアズィーズ・ジャッファール・ブン・ムハンマド（‘Abd al-‘Azīz al-Jaffāl bn Muḥammad ）ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺠﻔﺎل ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
23) アブドゥッラー・イーサー・ブン・ハミース（‘Abd Allāh al-‘Īsā bn Khamīs ）ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﯿﺴﻰ ﺑﻦ ﺧﻤﯿﺲ
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24) アブドゥッラー・ハリール・ブン・ムハンマド（‘Abd Allāh Khalīl bn Muḥammad ）ﻋﺒﺪﷲ ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
25) アブドゥッラッザーク・アブドゥルハナーン・ブン・アブドゥルファッターフ（‘Abd al-Razzāq ‘Abd al-Ḥanān bn ‘Abd alFattāḥ ）ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻋﺒﺪاﻟﺤﻨﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح
26) アブドゥッラー・イスカンダラーニー・ブン・イブラーヒーム（‘Abd Allāh Iskandarānī bn Ibrāhīm ）ﻋﺒﺪﷲ اﺳﻜﻨﺪراﻧﻲ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ
27) アドナーン・ザーザー・ブン・アブドゥルカリーム（‘Adnān Ẓāẓā bn ‘Abd al-Karīm ）ﻋﺪﻧﺎن ظﺎظﺎ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ
28) アラーッディーン・ムアッズィン・ブン・ヒクマト（‘Alā’ al-Dīn Mu’adhdhin bn Ḥikmat ）ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺆذن ﺑﻦ ﺣﻜﻤﺖ
29) イーサー・イブラーヒーム・ブン・スブヒー（‘Īsā al-Ibrāhīm bn Ṣubḥī ）ﻋﯿﺴﻰ اﻻﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﺻﺒﺤﻲ
30) ガーズィー・ハッターブ・ブン・ラフムー（Ghāzī Khaṭṭāb bn Raḥmū ）ﻏﺎزي ﺧﻄﺎب ﺑﻦ رﺣﻤﻮ
31) ファーイズ・イーサー・ブン・イブラーヒーム（Fā’iz al-‘Īsā bn Ibrāhīm ）ﻓﺎﺋﺰ اﻟﻌﯿﺴﻰ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ
32) ファーイズ・ムサッティト・ブン・マフムード（Fā’iz Musattit bn Maḥmūd ）ﻓﺎﺋﺰ ﻣﺴﺘﺖ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد
33) ファーリス・スィーリース・ブン・アブドゥッラー（Fāris Sīrīs bn ‘Abd Allāh ）ﻓﺎرس ﺳﯿﺮﯾﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ
34) ファーティマ・マスアブ・サンマーン・ハーイク・ビント・ムハンマド・ディー（Fāṭima Maṣ‘ab Sammān Ḥāyik Bint
Muḥammad Dī ）ﻓﺎطﻤﮫ ﻣﺼﻌﺐ ﺳﻤﺎن ﺣﺎﯾﻚ ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ دي
35) マジュドッディーン・ダンダン・ブン・イブラーヒーム（Majd al-Dīn al-Dandan bn Ibrāhīm ）ﻣﺠﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺪﻧﺪن ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ
36) ムハンマド・アリーフ・ブン・サッターム（Muḥammad al-‘Arīf bn Ṣaṭṭām ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺮﯾﻒ ﺑﻦ ﺻﻄﺎم
37) ムハンマド・ジャミール・シャアシャーア・ブン・フスニー（Muḥammad Jamīl Sha‘shā‘a bn Ḥusnī ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﯿﻞ ﺷﻌﺸﺎﻋﮫ ﺑﻦ
）ﺣﺴﻨﻲ
38) ムハンマド・ハンヌーシュ・ブン・アフマド（Muḥammad Ḥannūsh bn Aḥmad ）ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﻮش ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
39) ムハンマド・ラドワーン・ハサン・ブン・サラーフ（Muḥammad Raḍwān al-Ḥasan bn Ṣalāḥ ）ﻣﺤﻤﺪ رﺿﻮان اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺻﻼح
40) ムハンマド・フィラース・ハッジ・アリー・ジャースィム・ブン・ファールーク（Muḥammad Firās Ḥajj‘Alī al-Jāsim bn Fārūq
）ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮاس ﺣﺞ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻓﺎروق
41) ムハンマド・クッル・ウマル・ブン・アフマド（Muḥammad Kull ‘Umar bn Aḥmad ）ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻞ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
42) ムハンマド・カミート・アースィー・シャイフ・ブン・ハサン（Muḥammad Kamīt ‘Āṣī al-Shayhk bn Ḥasan ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻤﯿﺖ ﻋﺎﺻﻲ
）اﻟﺸﯿﺦ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
43) ムハンマド・ナビール・ザルト・ブン・アブドゥルカーディル（Muḥammad Nabīl Zalṭ bn ‘Abd al-Qādir ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﯿﻞ زﻟﻂ ﺑﻦ
）ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر
44) マフムード・アブドゥルカーディル・ブン・ムハンマド（Maḥmūd al-‘Abd al-Qādir bn Muḥammad ）ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
45) マフムード・アブドゥルカリーム・ブン・アブドゥルアズィーズ（Maḥmūd al-‘Abd al-Karīm bn ‘Abd al-‘Azīz ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻌﺒﺪ
）اﻟﻜﺮﯾﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ
46) マフムード・アッルーシュ・ブン・ハサン（Maḥmūd al-‘Allūsh bn Ḥasan ）ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻌﻠﻮش ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
47) ムスタファー・クーサー・ブン・ムハンマド（Muṣṭafā Kūsā bn Muḥammad ）ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻮﺳﺎ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
48) ムーサー・アフマド・ブン・イブラーヒーム（Mūsā al-Aḥmad bn Ibrāhīm ）ﻣﻮﺳﻰ اﻻﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ
49) ナーディヤ・サラーキビー・ビント・ヤースィーン（Nādiya Sarāqibī Bint Yāsīn ）ﻧﺎدﯾﮫ ﺳﺮاﻗﺒﻲ ﺑﻨﺖ ﯾﺎﺳﯿﻦ
50) ナスル・ハーッジ・ジュナイド・ブン・ムハンマド・アリー（Naṣr al-Ḥajj Junayd bn Muḥammad ‘Alī ﻧﺼﺮ اﻟﺤﺎج ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
）ﻋﻠﻲ
51) ヌールハーン・ハッブー・ラシード・ビント・ファリード（Nūrhān Ḥabbū Rashīd Bint Farīd ）ﻧﻮرھﺎن ﺣﺒﻮ رﺷﯿﺪ ﺑﻨﺖ ﻓﺮﯾﺪ
52) ヤフヤー・ハーッジ・ハマーダ・ブン・アフマド（Yaḥyā Ḥājj Ḥamāda bn Aḥmad ）ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺎج ﺣﻤﺎده ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
53) ユースフ・ムハンマド・ブン・アブドゥルバースィト（Yūsuf al-Muḥammad bn ‘Abd al-Bāsiṭ ）ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ
54) ユースフ・ユーヌス・ブン・ハミース（Yūsuf al-Yūnus bn Khamīs ）ﯾﻮﺳﻒ اﻟﯿﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﺧﻤﯿﺲ
第 2 部門
1)

アフマド・ダッバース・ブン・ハサン（Aḥmad Dabbās bn Ḥasan ）اﺣﻤﺪ دﺑﺎس ﺑﻦ ﺣﺴﻦ

2)

イブラーヒーム・ナーイフ・ブン・ザキー（Ibrāhīm al-Nāyif bn Zakī ）اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻨﺎﯾﻒ ﺑﻦ زﻛﻲ
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3)

イブラーヒーム・バドゥール・ブン・ハーリド（Ibrāhīm Badūr bn Khālid ）اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﺪور ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ

4)

アフマド・シャウワーフ・ブン・ムハンマド・ハイル（Aḥmad al-Shawwākh bn Muḥammad Khayr ）اﺣﻤﺪ اﻟﺸﻮاخ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﺮ

5)

アフマド・マルワーン・ハッルー・ブン・サーミー（Aḥmad Marwān Khallū bn Sāmī ）اﺣﻤﺪ ﻣﺮوان ﺧﻠﻠﻮ ﺑﻦ ﺳﺎﻣﻲ

6)

アミーン・ハティーブ・ブン・ムハンマド（Amīn Khaṭīb bn Muḥammad ）اﻣﯿﻦ ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

7)

ジャマール・ファイサル・アシュラム・ブン・ハサン（Jamāl Fayṣal Ashram bn Ḥasan ）ﺟﻤﺎل ﻓﯿﺼﻞ اﺷﺮم ﺑﻦ ﺣﺴﻦ

8)

ジュールジュ・ブハーシュ・ブン・アントゥーン（Jūrj Bukhāsh bn Anṭwān ）ﺟﻮرج ﺑﺨﺎش ﺑﻦ اﻧﻄﻮن

9)

ハーズィム・ガザール・ブン・ムハンマド（Ḥāzim Ghazāl bn Muḥammad ）ﺣﺎزم ﻏﺰال ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

10) ハサン・ハラフ・ブン・アフマド（Ḥasan Khalaf bn Aḥmad ）ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
11) フサイン・アッルーシュ・ブン・アフマド（Ḥusayn al-‘Allūsh bn Aḥmad ）ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻌﻠﻮش ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
12) ハミード・カンヌー・ブン・ファーディル（Ḥamīd Kannū bn Fāḍil ）ﺣﻤﯿﺪ ﻛﻨﻮ ﺑﻦ ﻓﺎﺿﻞ
13) ハイダル・アリー・ブン・アブドゥッラッザーク（Ḥaydar al-‘Alī bn ‘Abd al-Razzāq ）ﺣﯿﺪر اﻟﻌﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق
14) リヤード・ウカイド・ブン・ファーイク（Riyāḍ ‘Ukayd bn Fā’iq ）رﯾﺎض ﻋﻜﯿﺪ ﺑﻦ ﻓﺎﺋﻖ
15) サアドッディーン・スマーイール・ブン・アブドゥルカーディル（Sa‘d al-Dīn al-Smā‘īl bn ‘Abd al-Qādir ﺳﻌﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺴﻤﺎﻋﯿﻞ
）ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر
16) スライマーン・シャイフ・アイユーブ・ブン・ムハンマド（Sulaymān Shayhk Ayyūb bn Muḥammad ）ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺷﯿﺦ اﯾﻮب ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
17) サミール・ジャアファル・ブン・ムスタファー（Samīr Ja‘far bn Muṣṭafā ）ﺳﻤﯿﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ
18) スハー・タウィーラ・ビント・アブドゥルガニー（Suhā Ṭawīla Bint ‘Abd al-Ghanī ）ﺳﮭﻰ طﻮﯾﻠﺔ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ
19) シャーヒー・ミーナースィヤーン・ブン・アルティーン（Shāhī Mīnāsiyān bn Artīn ）ﺷﺎھﻲ ﻣﯿﻨﺎﺳﯿﺎن ﺑﻦ ارﺗﯿﻦ
20) サーリフ・アジュラ・ブン・ムハンマド・ジャマール（Ṣāliḥ ‘Ajla bn Muḥammad Jamāl ）ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺠﻠﮫ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎل
21) アブドゥルハミード・アブドゥルハミード・ブン・ハーリド（‘Abd al-Ḥamīd ‘Abd al-Ḥamīd bn Khālid ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻦ
）ﺧﺎﻟﺪ
22) アブドゥッラヒーム・ムハンマド・ブン・アフマド（‘Abd al-Raḥīm Muḥammad bn Aḥmad ）ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
23) アブドゥルアズィーズ・ジュムア・アッサーフ・ブン・ジュムア（‘Abd al-‘Azīz Jum‘a al-‘Assāf bn Jum‘a ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺟﻤﻌﮫ
）اﻟﻌﺴﺎف ﺑﻦ ﺟﻤﻌﮫ
24) アブドゥルカーディル・ダムラヒー・ブン・アフマド（‘Abd al-Qādir Damlakhī bn Aḥmad ）ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر دﻣﻠﺨﻲ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
25) アブドゥッラー・イブラーヒーム・ブン・サーリフ（‘Abd Allāh Ibrāhīm bn Ṣāliḥ ）ﻋﺒﺪﷲ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ
26) アブドゥッラー・イブラーヒーム・ブン・ウマル（‘Abd Allāh al-Ibrāhīm bn ‘Umar ）ﻋﺒﺪﷲ اﻻﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
27) アリー・アフマド・ブン・ナアサーン（‘Alī al-Aḥmad bn Na‘sān ）ﻋﻠﻲ اﻻﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻌﺴﺎن
28) アリー・ハッルー・ブン・ダーウド（‘Alī Khallū bn Dāwud ）ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻮ ﺑﻦ داود
29) イマードッディーン・マアッラーウィー・ブン・フアード（‘ Imād al-Dīn Ma‘arrāwī bn Fu’ād ）ﻋﻤﺎد اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻌﺮاوي ﺑﻦ ﻓﺆاد
30) ガーニム・ワスミー・ブン・アフマド（Ghānim al-Wasmī bn Aḥmad ）ﻏﺎﻧﻢ اﻟﻮﺳﻤﻲ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
31) ガッサーン・アズーズ・ブン・イブラーヒーム（Ghassān ‘Azūz bn Ibrāhīm ）ﻏﺴﺎن ﻋﺰوز ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ
32) ファーディル・ファーディル・ブン・ハーフィズ（Fāḍil al-Fāḍil bn Ḥāfiẓ ）ﻓﺎﺿﻞ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﺑﻦ ﺣﺎﻓﻆ
33) ファウワーズ・アリー・ブン・ハラフ（Fawwāz ‘Alī bn Khalaf ）ﻓﻮاز ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ
34) カラム・ハスクール・ブン・ジューズィーフ（Karam Ḥaskūr bn Jūzīf ）ﻛﺮم ﺣﺴﻜﻮر ﺑﻦ ﺟﻮزﯾﻒ
35) マーリヤー・マーヌーク・ビント・ワールーザーン（Māriyā Mānūk Bint Wārūzān ）ﻣﺎرﯾﺎ ﻣﺎﻧﻮك ﺑﻨﺖ واروزان
36) ムハンマド・アフマド・ブン・ハサン（Muḥammad al-Aḥmad bn Ḥasan ）ﻣﺤﻤﺪ اﻻﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
37) ムハンマド・タンマーム・シャッラーシュ・ブン・アリー（Muḥammad Tammām Shallāsh bn ‘Alī ）ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻤﺎم ﺷﻼش ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
38) ムハンマド・シャアバーン・ビッリー・ブン・イッズッディーン（Muḥammad Sha‘bān Birrī bn ‘ Izz al-Dīn ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻌﺒﺎن ﺑﺮي
）ﺑﻦ ﻋﺰ اﻟﺪﯾﻦ
39) ムハンマド・アドナーン・ハルーフ・ブン・アブドゥルファッターフ（Muḥammad ‘Adnān al-Khalūf bn ‘Abd al-Fattāḥ
）ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺪﻧﺎن اﻟﺨﻠﻮف ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح
40) ムハンマド・アリー・ミルフー・ブン・ムハンマド（Muḥammad ‘Alī Milḥū bn Muḥammad ）ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻠﺤﻮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
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41) ムハンマド・ミルハーフ・ラズーク・ブン・サーミー（Muḥammad Mirhāf al-Razūq bn Sāmī ）ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮھﺎف اﻟﺮزوق ﺑﻦ ﺳﺎﻣﻲ
42) ムハンマド・ムーサー・ブン・ハラール（Muḥammad Mūsā bn Halāl ）ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ھﻼل
43) マフムード・アムーナ・ブン・ハマドゥー（Maḥmūd Amūna bn Ḥamdū ）ﻣﺤﻤﻮد اﻣﻮﻧﮫ ﺑﻦ ﺣﻤﺪو
44) マフムード・ファウズィー・カアカ・ブン・サフワ（Maḥmūd Fawzī Ka‘ka bn Ṣafqa ）ﻣﺤﻤﻮد ﻓﻮزي ﻛﻌﻜﮫ ﺑﻦ ﺻﻔﻮه
45) ヌワイラーン・アフマド・ブン・ムスタファー（Nuwayrān Aḥmad bn Muṣṭafā ）ﻧﻮﯾﺮان اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ
46) ユースフ・ダッシュー・ブン・アフマド（Yūsuf Dashshū bn Aḥmad ）ﯾﻮﺳﻒ دﺷﻮ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
3)

ダマスカス郊外県

第 1 部門
1)

アフマド・ハッラータ・ブン・ムハイミード（Aḥmad Kharrāṭa bn Muḥaymīd ）اﺣﻤﺪ ﺧﺮاطﺔ ﺑﻦ ﻣﺤﯿﻤﯿﺪ

2)

アフマド・ザイトゥーン・ブン・ハサン（Aḥmad Zaytūn bn Ḥasan ）اﺣﻤﺪ زﯾﺘﻮن ﺑﻦ ﺣﺴﻦ

3)

アフマド・ライラー・ブン・ムハンマド（Aḥmad Laylā bn Muḥammad ）اﺣﻤﺪ ﻟﯿﻼ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

4)

アディーバ・バアルバキー・ビント・アフマド（Adība Ba‘lbakī Bint Aḥmad ）ادﯾﺒﺔ ﺑﻌﻠﺒﻜﻲ ﺑﻨﺖ اﺣﻤﺪ

5)

アイマン・ザイニーヤ・ブン・ムハンマド（Ayman Zaynīya bn Muḥammad ）اﯾﻤﻦ زﯾﻨﯿﺔ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

6)

イブラーヒーム・ジュムア・ブン・ムハンマド（Ibrāhīm Jum‘a bn Muḥammad ）اﺑﺮاھﯿﻢ ﺟﻤﻌﺔ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

7)

イーマーン・ウワイス・ビント・ムハンマド（Īmān ‘Uwayṣ Bint Muḥammad ）اﯾﻤﺎن ﻋﻮﯾﺺ ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ

8)

イブラーヒーム・マフムード・ブン・アリー（Ibrāhīm Ḥammūd bn ‘Alī ）اﺑﺮاھﯿﻢ ﺣﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻠﻲ

9)

アフマド・シャイフ・ムハンマド・ブン・マフムード（Aḥmad al-Shayhk Muḥammad bn Maḥmūd ）اﺣﻤﺪ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد

10) イスマーイール・カイラーニー・ブン・ムハンマド・ディーブ（Ismā‘īl al-Kaylānī bn Muḥammad Dīb اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﻜﯿﻼﻧﻲ ﺑﻦ
）ﻣﺤﻤﺪ دﯾﺐ
11) イリヤース・シハーダ・ブン・ハサン（Iliyās Shiḥāda bn Ḥasan ）اﻟﯿﺎس ﺷﺤﺎدة ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
12) イヤード・タイジン・ブン・カースィム（Iyād Ṭayjin bn Qāsim ）اﯾﺎد طﯿﺠﻦ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ
13) サーイル・ブンヤーン・ブン・ファイサル（Thā’ir Bunyān bn Fayṣal ）ﺛﺎﺋﺮ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻦ ﻓﯿﺼﻞ
14) ハッサーン・ハウ・ブン・ファーリス（Ḥassān al-Ḥaww bn Fāris ）ﺣﺴﺎن اﻟﺤﻮ ﺑﻦ ﻓﺎرس
15) ハサン・マスウード・ブン・マスウード（Ḥasan Mas‘ūd bn Mas‘ūd ）ﺣﺴﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد
16) ハーリド・ウマル・ブン・ユースフ（Khālid ‘Umar bn Yūsuf ）ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ
17) ハーリド・ユースフ・ブン・ジャマール（Khālid Yūsuf bn Jamāl ）ﺧﺎﻟﺪ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺟﻤﺎل
18) ズィヤーブ・ガンドゥール・ブン・アブドゥルハリーム（Dhiyāb Ghandūr bn ‘Abd al-Ḥalīm ）ذﯾﺎب ﻏﻨﺪور ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﯿﻢ
19) ラーミズ・バフブーフ・ブン・ファウズィー（Rāmiz Baḥbūḥ bn Fawzī ）راﻣﺰ ﺑﺤﺒﻮح ﺑﻦ ﻓﻮزي
20) リヤード・ハザーウ・ブン・マムドゥーフ（Riyāḍ Hazā‘ bn Mamdūḥ ）رﯾﺎض ھﺰاع ﺑﻦ ﻣﻤﺪوح
21) ズィヤード・ハーリド・ブン・ハリール（Ziyād Khālid bn Khalīl ）زﯾﺎد ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﯿﻞ
22) サフヤーン・ジャッバーラ・ブン・ムハンマド・ハイル（Safyān Jabbāra bn Muḥammad Khayr ）ﺳﻔﯿﺎن ﺟﺒﺎرة ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﺮ
23) サミール・ラクティーナ・ブン・アミール（Samīr Laqṭīna bn Amīr ）ﺳﻤﯿﺮ ﻟﻘﻄﯿﻨﺔ ﺑﻦ اﻣﯿﺮ
24) サーリフ・バクルー・ブン・アブドゥッラフマーン（Ṣāliḥ Bakrū bn ‘Abd al-Raḥīm ）ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻜﺮو ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ
25) サーリフ・マンスール・ブン・アリー（Ṣāliḥ Manṣūr bn ‘Alī ）ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
26) スブヒーヤ・ジュムア・ビント・ワファー（Ṣubḥīya Jum‘a Bint Wafā ）ﺻﺒﺤﯿﺔ ﺟﻤﻌﺔ ﺑﻨﺖ وﻓﺎ
27) サファー・ラーシド・ビント・ムハンマド・アドナーン（Ṣadā’ Rāshid Bint Muḥammad ‘Adnān ）ﺻﻔﺎء راﺷﺪ ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺪﻧﺎن
28) アーミル・ハラフ・ブン・イブラーヒーム（‘Āmir Khalaf bn Ibrāhīm ）ﻋﺎﻣﺮ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ
29) アブドゥッラー・ラマダーン・ブン・イブラーヒーム（‘Abd Allāh Ramaḍān bn Ibrāhīm ）ﻋﺒﺪﷲ رﻣﻀﺎن ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ
30) イサーム・ナーイファ・ブン・フサイン（‘ Iṣām Nāyifa bn Ḥusayn ）ﻋﺼﺎم ﻧﺎﯾﻔﺔ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ
31) アリー・ラシュク・ブン・マフムード（‘Alī Rashq bn Maḥmūd ）ﻋﻠﻲ رﺷﻖ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد
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32) イマードッディーン・ハティーブ・ブン・ムハンマド・サイード（‘ Imād al-Dīn al-Khaṭīb bn Muḥammad Sa‘īd ﻋﻤﺎد اﻟﺪﯾﻦ
）اﻟﺨﻄﯿﺐ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ
33) アンマール・ムーサー・ブン・アブドゥー（‘Ammār Mūsā bn ‘Abdū ）ﻋﻤﺎر ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪو
34) ウマル・カトクート・ブン・アリー（‘Umar Katkūt bn ‘Alī ）ﻋﻤﺮ ﻛﺘﻜﻮت ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
35) ファッラーフ・ジュムアーン・ブン・ウバイド（Fallāḥ al-Jum‘ān bn ‘Ubayd ）ﻓﻼح اﻟﺠﻤﻌﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ
36) カースィム・ズィヤーブ・ブン・ムハンマド（Qāsim al-Dhiyāb bn Muḥammad ）ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺬﯾﺎب ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
37) ルーナ・アトゥーワ・ムシャッリー・ビント・ムスタファー（Luna Atūwa Mushallī Bint Muṣṭafā ）ﻟﻮﻧﮫ اﺗﻮه ﻣﺸﻠﻲ ﺑﻨﺖ ﻣﺼﻄﻔﻰ
38) リーナ・ズウビー・ビント・アーヒド（Līna al-Zu‘bī Bint ‘Āhid ）ﻟﯿﻨﮫ اﻟﺰﻋﺒﻲ ﺑﻨﺖ ﻋﺎھﺪ
39) マージド・ビータール・ブン・ファフド（Mājid al-Bīṭār bn Fahd ）ﻣﺎﺟﺪ اﻟﺒﯿﻄﺎر ﺑﻦ ﻓﮭﺪ
40) マーズィン・シャンマート・ブン・ファウワーズ（Māzin al-Shammāṭ bn Fawwāz ）ﻣﺎزن اﻟﺸﻤﺎط ﺑﻦ ﻓﻮاز
41) マーヒル・ハーフィー・ブン・ムハンマド・ナズィール（Māhir al-Ḥafī bn Muḥammad Nadhīr ）ﻣﺎھﺮ اﻟﺤﺎﻓﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺬﯾﺮ
42) ムハンマド・バヒーターン・ブン・ハーリド（Muḥammad al-Bakhītān bn Khālid ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺨﯿﺘﺎن ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ
43) ムハンマド・アブド・ブン・カースィム（Muḥammad al-‘Abd bn Qāsim ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ
44) ムハンマド・トゥルクマーン・ブン・アリー（Muḥammad Turkmān bn ‘Alī ）ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮﻛﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
45) ムハンマド・タイスィール・カーディリー・ブン・ムハンマド・ザヒール（Muḥammad Taysīr al-Qādirī bn Muḥammad
Ẓahīr ）ﻣﺤﻤﺪ ﺗﯿﺴﯿﺮ اﻟﻘﺎدري ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ظﮭﯿﺮ
46) ムハンマド・マダーウィヤ・ブン・アリー（Muḥammad Maḍāwiya bn ‘Alī ）ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻀﺎوﯾﺔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
47) ムンイム・アンディーウィー・ブン・ユースフ（Mun‘im Andīwī bn Yūsuf ）ﻣﻨﻌﻢ اﻧﺪﯾﻮي ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ
48) ミーシール・カッラーズ・ブン・アンワル（Mīshīl Karraz bn Anwar ）ﻣﯿﺸﯿﻞ ﻛﺮاز ﺑﻦ اﻧﻮر
49) ナズィール・アラビーニーヤ・ブン・ユースフ（Nadhīr ‘Arabīnīya bn Yūsuf ）ﻧﺬﯾﺮ ﻋﺮﺑﯿﻨﯿﺔ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ
50) ヒシャーム・ダーリー・ブン・スライマーン（Hishām al-Dālī bn Sulaymān ）ھﺸﺎم اﻟﺪاﻟﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن
51) ユースフ・ハンムード・ブン・イブラーヒーム（Yūsuf Ḥammūd bn Ibrāhīm ）ﯾﻮﺳﻒ ﺣﻤﻮد ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ
第 2 部門
1)

アフマド・アフガーニー・ブン・サイード（Aḥmad Afghānī bn Sa‘īd ）اﺣﻤﺪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ

2)

アフマド・イドリース・ブン・ムハンマド（Aḥmad al-Idrīs bn Muḥammad ）اﺣﻤﺪ اﻻدرﯾﺲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

3)

アフマド・フサーム・ハイダル・ブン・ムハンマド（Aḥmad Ḥusām Ḥaydar bn Muḥammad ）اﺣﻤﺪ ﺣﺴﺎم ﺣﯿﺪر ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

4)

アフマド・マルイー・ブン・ムハンマド（Aḥmad Mar‘ī bn Muḥammad ）اﺣﻤﺪ ﻣﺮﻋﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

5)

アスアド・バフリー・ブン・イリヤース（As‘ad al-Baḥrī bn Iliyās ）اﺳﻌﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﺑﻦ اﻟﯿﺎس

6)

アミーン・シャイフ・アリー・ブン・アブドゥルカリーム（Amīn al-Shayhk ‘Alī bn ‘Abd al-Karīm ）اﻣﯿﻦ اﻟﺸﯿﺦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ

7)

アイマン・アーダム・ブン・アブドゥルガニー（Ayman Ādam bn ‘Abd al-Ghanī ）اﯾﻤﻦ ادم ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ

8)

アイマン・サイイド・ブン・ムハンマド・バドルッディーン（Ayman al-Sayyid bn Muḥammad Badr al-Dīn اﯾﻤﻦ اﻟﺴﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
）ﺑﺪر اﻟﺪﯾﻦ

9)

イブラーヒーム・ムスタファー・ブン・ムハンマド（Ibrāhīm Muṣṭafā bn Muḥammad ）اﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

10) イヤード・ナーディル・ブン・ムハンマド・ハイル（Iyād al-Nādir bn Muḥammad Khayr ）اﯾﺎد اﻟﻨﺎدر ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﺮ
11) イブラーヒーム・アーシク・ブン・アリー（Ibrāhīm al-‘Āshiq bn ‘Alī ）اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻌﺎﺷﻖ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
12) アフマド・リファーイー・ブン・ジャブル（Aḥmad al-Rifā‘ī bn Jabr ）اﺣﻤﺪ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ﺑﻦ ﺟﺒﺮ
13) バドル・スライマーン・ブン・マフムード（Badr al-Sulaymān bn Maḥmūd ）ﺑﺪر اﻟﺴﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد
14) バッサーム・アーミル・ブン・ワジーフ（Bassām ‘Āmir bn Wajīh ）ﺑﺴﺎم ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ وﺟﯿﮫ
15) ジャマール・カッドゥール・ブン・リハーウィー（Jamāl Qaddūr bn Rihāwī ）ﺟﻤﺎل ﻗﺪور ﺑﻦ رھﺎوي
16) フサイン・アブドゥッラー・ブン・アリー（Ḥusayn al-‘Abd Allāh bn ‘Alī ）ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻌﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
17) ハリール・ダーウド・ブン・サミール（Khalīl Dāwud bn Samīr ）ﺧﻠﯿﻞ داود ﺑﻦ ﺳﻤﯿﺮ
18) ハリール・シハーダ・ブン・イブラーヒーム（Khalīl Shiḥāda bn Ibrāhīm ）ﺧﻠﯿﻞ ﺷﺤﺎدة ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ
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19) ライダーン・シャイフ・ブン・アリー（Raydān al-Shayhk bn ‘Alī ）رﯾﺪان اﻟﺸﯿﺦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
20) ザーヒル・アフマド・ブン・アフマド（Zāhir Aḥmad bn Aḥmad ）زاھﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
21) ズィヤード・アブー・シャナブ・ブン・ムハンマド（Ziyād Abū Shanab bn Muḥammad ）زﯾﺎد اﺑﻮ ﺷﻨﺐ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
22) サフワーン・ダーヒル・ブン・アフマド（Ṣafwān Ḍāhir bn Aḥmad ）ﺻﻔﻮان ﺿﺎھﺮ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
23) アーディル・ハリール・ブン・ムハンマド（‘Ādil Khalīl bn Muḥammad ）ﻋﺎدل ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
24) アーリフ・アブー・ハルブ・ブン・フサイン（‘Ārif Abū Ḥarb bn Ḥusayn ）ﻋﺎرف اﺑﻮ ﺣﺮب ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ
25) アブドゥッラッザーク・ダミーリーヤ・ブン・アフマド（‘Abd al-Razzāq Ḍamīrīya bn Aḥmad ）ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺿﻤﯿﺮﯾﺔ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
26) アブドゥルファッターフ・マグリビー・ブン・ハーリド（‘Abd al-Fattāḥ al-Maghribī bn Khālid ）ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ
27) アブドゥッラー・ハンジャル・ブン・ユースフ（‘Abd Allāh Ḥanjar bn Yūsuf ）ﻋﺒﺪﷲ ﺣﻨﺠﺮ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ
28) アブドゥッラー・ザーリウ・ブン・ムハンマド（‘Abd Allāh Zāri‘ bn Muḥammad ）ﻋﺒﺪﷲ زارع ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
29) アドナーン・ビールクダール・ブン・ハーミド（‘Adnān Bīrqdār bn Ḥāmid ）ﻋﺪﻧﺎن ﺑﯿﺮﻗﺪار ﺑﻦ ﺣﺎﻣﺪ
30) イマードッディーン・ハディード・ブン・ハーリド（‘ Imād al-Dīn Ḥadīd bn Khālid ）ﻋﻤﺎد اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺪﯾﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ
31) イマード・クルディー・ブン・ムハンマド・アリー（‘ Imād al-Kurdī bn Muḥammad ‘Alī ）ﻋﻤﺎد اﻟﻜﺮدي ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ
32) ウマル・ビカーイー・ブン・アフマド（‘Umar al-Biqā‘ī bn Aḥmad ）ﻋﻤﺮ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
33) フィッダ・ハッターブ・ビント・ハッターブ（Fiḍḍa Khaṭṭāb Bint Khaṭṭāb ）ﻓﻀﺔ ﺧﻄﺎب ﺑﻨﺖ ﺧﻄﺎب
34) ファウズィーヤ・バディール・ビント・マルイー（Fawzīya Badīr Bint Mar‘ī ）ﻓﻮزﯾﺔ ﺑﺪﯾﺮ ﺑﻨﺖ ﻣﺮﻋﻲ
35) ファイサル・ターリブ・ブン・ムハンマド（Fayṣal Ṭālib bn Muḥammad ）ﻓﯿﺼﻞ طﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
36) ラマー・ハンムード・ビント・スブヒー（Lamā Ḥammūd Bint Ṣubḥī ）ﻟﻤﺎ ﺣﻤﻮد ﺑﻨﺖ ﺻﺒﺤﻲ
37) ムウミン・ガーズィー・ブン・アフマド（Mu’min Ghāzī bn Aḥmad ）ﻣﺆﻣﻦ ﻏﺎزي ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
38) ムハンマド・アリーダ・ブン・アブドゥルアズィーズ（Muḥammad ‘Arīḍa bn ‘Abd al-‘Azīz ）ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮﯾﻀﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ
39) ムハンマド・シャーヒーン・ブン・アリー（Muḥammad Shāhīn bn ‘Alī ）ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎھﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
40) マフムード・フーリー・ブン・アブドゥルカリーム（Maḥmūd al-Khūlī bn ‘Abd al-Karīm ）ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺨﻮﻟﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ
41) マフムード・カーディリー・ブン・ムハンマド・ディーブ（Maḥmūd al-Qādirī bn Muḥammad Dīb ）ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻘﺎدري ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ دﯾﺐ
42) ムズィーン・ハリーマ・ビント・ムハンマド（Muzīn Ḥalīma Bint Muḥammad ）ﻣﺰﯾﻦ ﺣﻠﯿﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ
43) ムハンナド・ダルハバーニー・ブン・ディーブ（Muhannad al-Darkhabānī bn Dīb ）ﻣﮭﻨﺪ اﻟﺪرﺧﺒﺎﻧﻲ ﺑﻦ دﯾﺐ
44) ナーヒド・スライマーン・ブン・ムルヒム（Nahiḍ Sulaymān bn Mulḥim ）ﻧﺎھﺾ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻠﺤﻢ
45) ナジャーフ・アルヌース・ビント・ムハンマド（Najāḥ ‘Arnūs Bint Muḥammad ）ﻧﺠﺎح ﻋﺮﻧﻮس ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ
46) ハーイル・ハイル・ビク・ブン・ハイル・ビク（Hā’il Khayr Bik bn Khayr Bik ）ھﺎﺋﻞ ﺧﯿﺮ ﺑﻚ ﺑﻦ ﺧﯿﺮ ﺑﻚ
47) ハイサム・ミスリー・ブン・ファトヒー（Haytham al-Miṣrī bn Fatḥī ）ھﯿﺜﻢ اﻟﻤﺼﺮي ﺑﻦ ﻓﺘﺤﻲ
48) ワリード・カーディー・ブン・アブドゥルカリーム（Walīd al-Qāḍī bn ‘Abd al-Karīm ）وﻟﯿﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ
49) ユースフ・サラーマ・ブン・ディーブ（Yūsuf Salāma bn Dīb ）ﯾﻮﺳﻒ ﺳﻼﻣﺔ ﺑﻦ دﯾﺐ
4)

ヒムス県

第 1 部門
1)

イブラーヒーム・イドリース・ブン・アリー（Ibrāhīm Idrīs bn ‘Alī ）اﺑﺮاھﯿﻢ ادرﯾﺲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ

2)

アフマド・アフマド・ブン・ムハンマド（Aḥmad al-Aḥmad bn Muḥammad ）اﺣﻤﺪ اﻻﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

3)

アフマド・アリー・ムバーラク・ブン・ナアサーン（Aḥmad al-‘Alī al-Mubārak bn Na‘sān ）اﺣﻤﺪ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻤﺒﺎرك ﺑﻦ ﻧﻌﺴﺎن

4)

アフマド・ムハンマド・ブン・イブラーヒーム（Aḥmad Muḥammad bn Ibrāhīm ）اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ

5)

アフマド・ナースィル・ブン・ラドワーン（Aḥmad Nāṣir bn Raḍwān ）اﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ رﺿﻮان

6)

アスアド・ワルダ・ブン・ダルウィーシュ（As‘ad Warda bn Darwīsh ）اﺳﻌﺪ وردة ﺑﻦ دروﯾﺶ

7)

イウティダール・ワアリー・ビント・アブドゥルカリーム（I‘tidāl al-Wa‘rī Bint ‘Abd al-Karīm ）اﻋﺘﺪال اﻟﻮﻋﺮي ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ
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8)

イリヤース・フーリー・ブン・ユースフ（Iliyās al-Khūrī bn Yūsuf ）اﻟﯿﺎس اﻟﺨﻮري ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ

9)

バッサーム・ムハンマド・ブン・ユーヌス（Bassām al-Muḥammad bn Yūnus ）ﺑﺴﺎم اﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ
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10) ジャービル・ムドリジュ・ブン・ムハンマド（Jābir Mudlij bn Muḥammad ）ﺟﺎﺑﺮ ﻣﺪﻟﺞ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
11) フサーム・マンスール・ブン・ラシード（Ḥusām al-Manṣūr bn Rashīd ）ﺣﺴﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺑﻦ رﺷﯿﺪ
12) フサーム・アウダ・ブン・ムハンマド（Ḥusām ‘Awda bn Muḥammad ）ﺣﺴﺎم ﻋﻮدة ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
13) ハサン・アブドゥルカリーム・ブン・アブドゥルカリーム（Ḥasan ‘Abd al-Karīm bn ‘Abd al-Karīm ）ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ
14) フサイン・イドリース・ブン・サイード（Ḥusayn Idrīs bn Sa‘īd ）ﺣﺴﯿﻦ ادرﯾﺲ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ
15) サーイル・フドゥール・ブン・ナスル（Sā’ir al-Khuḍūr bn Naṣr ）ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺨﻀﻮر ﺑﻦ ﻧﺼﺮ
16) サーリム・ムハイスィン・ブン・ムハイビル（Sālim Muḥaysinbn Mukhaybir ）ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﯿﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺨﯿﺒﺮ
17) スライマーン・ジャービル・ブン・イブラーヒーム（Sulaymān al-Jābir bn Ibrāhīm ）ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﺠﺎﺑﺮ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ
18) サミーヤ・バルグース・ビント・シャーキル（Samīya Barghūth Bint Shākir ）ﺳﻤﯿﺔ ﺑﺮﻏﻮث ﺑﻨﺖ ﺷﺎﻛﺮ
19) サミール・アッバース・ブン・スライマーン（Samīr ‘Abbās bn Sulaymān ）ﺳﻤﯿﺮ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن
20) スーサン・シャッアール・ビント・スライマーン（Sūsan Sha‘‘ār Bint Sulaymān ）ﺳﻮﺳﻦ ﺷﻌﺎر ﺑﻨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن
21) ターリク・マフムード・ブン・アブドゥッラー（Ṭāriq al-Maḥmūd bn ‘Abd Allāh ）طﺎرق اﻟﻤﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ
22) アーディル・ムハンマド・ブン・バラカート（‘Ādil al-Muḥammad bn Barakāt ）ﻋﺎدل اﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺮﻛﺎت
23) アルファーン・バーリー・ブン・ムハンマド（‘Arfān Bālī bn Muḥammad ）ﻋﺮﻓﺎن ﺑﺎﻟﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
24) アッザーム・バラカート・ブン・イスマーイール（‘Azzām Barakāt bn Ismā‘īl ）ﻋﺰام ﺑﺮﻛﺎت ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
25) アズィーズ・フーリー・ブン・アティーヤ（‘Azīz al-Khūrī bn ‘Aṭīya ）ﻋﺰﯾﺰ اﻟﺨﻮري ﺑﻦ ﻋﻄﯿﺔ
26) アリー・イーサー・ブン・サーリフ（‘Alī ‘Īsā bn Ṣāliḥ ）ﻋﻠﻲ ﻋﯿﺴﻰ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ
27) イマード・ディーブ・ブン・ハビーブ（‘ Imād Dīb bn Ḥabīb ）ﻋﻤﺎد دﯾﺐ ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ
28) アンマール・ダーギスターニー・ブン・ハーリド（‘Ammār Dāghistānī bn Khālid ）ﻋﻤﺎر داﻏﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ
29) ウマル・シャーミー・ブン・アブドゥッラフマーン（‘Umar al-Shāmī bn ‘Abd al-Raḥmān ）ﻋﻤﺮ اﻟﺸﺎﻣﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
30) ウマル・イッズッディーン・ブン・タラアート（‘Umar al-‘ Izz al-Dīn bn Ṭala‘āt ）ﻋﻤﺮ اﻟﻌﺰ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ طﻠﻌﺎت
31) アワド・アミーン・ブン・カースィム（‘Awaḍ Amīn bn Qāsim ）ﻋﻮض اﻣﯿﻦ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ
32) ガッサーン・シャクーフ・ブン・スライマーン（Ghassān Shaqūf bn Sulaymān ）ﻏﺴﺎن ﺷﻘﻮف ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن
33) ギヤース・ハッダード・ブン・ラシード（Ghiyāth Ḥaddād bn Rashīd ）ﻏﯿﺎث ﺣﺪاد ﺑﻦ رﺷﯿﺪ
34) カマール・ハッラーク・ブン・ハーリド（Kamāl al-Ḥallāq bn Khālid ）ﻛﻤﺎل اﻟﺤﻼق ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ
35) ラマー・タッバーウ・ビント・ラーティブ（Lamā Ṭabbā‘ Bint Rātib ）ﻟﻤﻰ طﺒﺎع ﺑﻨﺖ راﺗﺐ
36) マーズィン・ザイダーン・ブン・ムハンマド・サイード（Māzin Zaydān bn Muḥammad Sa‘īd ）ﻣﺎزن زﯾﺪان ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ
37) マーリク・シャムウーン・バルバル・ブン・バヒージュ（Mālik Sham‘ūn Barbar bn Bahīj ）ﻣﺎﻟﻚ ﺷﻤﻌﻮن ﺑﺮﺑﺮ ﺑﻦ ﺑﮭﯿﺞ
38) ムハンマド・タンマーム・スィバーイー・ブン・ムハンマド・ジャマール（Muḥammad Tammām al-Sibā‘ī bn Muḥammad
Jamāl ）ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎل
39) ムハンマド・タンマーム・マスムーム・ブン・ファルハーン（Muḥammad Tammām al-Masmūm bn Farḥān ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻤﺎم
）اﻟﻤﺴﻤﻮم ﺑﻦ ﻓﺮﺣﺎن
40) ムハンマド・ハジューズ・ブン・ムスタファー（Muḥammad Ḥajūz bn Muṣṭafā ）ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺠﻮز ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ
41) ムハンマド・フサイン・ブン・アブドゥルワッハーブ（Muḥammad Ḥusayn bn ‘Abd al-Wahhāb ）ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب
42) ムハンマド・タッラーフ・ブン・ハビーブ（Muḥammad Ṭarrāf bn Ḥabīb ）ﻣﺤﻤﺪ طﺮاف ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ
43) ムハンマド・ムハンマド・ブン・ハーミド（Muḥammad Muḥammad bn Ḥāmid ）ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺎﻣﺪ
44) ムハンマド・ムムターズ・マダニー・ブン・ムハンマド・ハイル（Muḥammad Mumtāz al-Madanī bn Muḥammad Khayr
）ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻤﺘﺎز اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﺮ
45) ムハンマド・ワリード・ガヌーマ・ブン・アブドゥッラー（Muḥammad Walīd Ghanūma bn ‘Abd Allāh ﻣﺤﻤﺪ وﻟﯿﺪ ﻏﻨﻮﻣﺔ ﺑﻦ
）ﻋﺒﺪﷲ
46) マアッラー・ハリール・ブン・ヤフヤー（Ma‘allā al-Khalīl bn Yaḥyā ）ﻣﻌﻼ اﻟﺨﻠﯿﻞ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﻰ
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47) マンハル・フドゥール・ブン・スライマーン（Manhal al-Khuḍūr bn Sulaymān ）ﻣﻨﮭﻞ اﻟﺨﻀﻮر ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن
48) ムワッファク・ハティーブ・ブン・スライマーン（Muwaffaq al-Khaṭīb bn Sulaymān ）ﻣﻮﻓﻖ اﻟﺨﻄﯿﺐ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن
49) ナーディル・ターリブ・ブン・アブドゥルアズィーズ（Nādir al-Ṭālib bn ‘Abd al-‘Azīz ）ﻧﺎدر اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ
50) ナビール・カラマ・ブン・ナウーム（Nabīl Karama bn Na‘ūm ）ﻧﺒﯿﻞ ﻛﺮﻣﮫ ﺑﻦ ﻧﻌﻮم
51) ニザール・ユーヌス・ヤン・ヤフヤー（Nizār Yūnus Yan Yaḥyā ）ﻧﺰار ﯾﻮﻧﺲ ﯾﻦ ﯾﺤﯿﻰ
52) ヌーフ・ジャルフ・ブン・アブドゥルカリーム（Nūḥ al-Jalḥ bn ‘Abd al-Karīm ）ﻧﻮح اﻟﺠﻠﺦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ
53) ヒンナーディー・アブドゥッラー・ビント・アフマド（Hinnādī al-‘Abd Allāh Bint Aḥmad ）ھﻨﺎدي اﻟﻌﺒﺪ ﷲ ﺑﻨﺖ اﺣﻤﺪ
54) ワファー・キーシー・ビント・ナスーフ（Wafā’ Kīshī Bint Naṣūḥ ）وﻓﺎء ﻛﯿﺸﻲ ﺑﻨﺖ ﻧﺼﻮح
第 2 部門
1)

アフマド・フドゥール・ブン・ラーティブ（Aḥmad Khuḍūr bn Rātib ）اﺣﻤﺪ ﺧﻀﻮر ﺑﻦ راﺗﺐ

2)

アフマド・シャフード・ブン・ムハンマド（Aḥmad Shaḥūd bn Muḥammad ）اﺣﻤﺪ ﺷﺤﻮد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

3)

アフマド・アービド・ブン・ムハンマド・ハーリド（Aḥmad ‘Ābid bn Muḥammad al-Khālid ）اﺣﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻟﺪ

4)

アスアド・アーイド・ブン・ムハンマド（As‘ad al-‘Āyid bn Muḥammad ）اﺳﻌﺪ اﻟﻌﺎﯾﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

5)

イヤード・サラーマ・ブン・アフマド（Iyād Salāma bn Aḥmad ）اﯾﺎد ﺳﻼﻣﺔ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ

6)

バディーウ・アティーヤ・ブン・アブドゥルジャリール（Badī‘ ‘Aṭīya bn ‘Abd al-Jalīl ）ﺑﺪﯾﻊ ﻋﻄﯿﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ

7)

ブルハーン・ハミード・ブン・ムハンマド・スブヒー（Burhān al-Ḥamīd bn Muḥammad Ṣubḥī ）ﺑﺮھﺎن اﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ

8)

バシール・サクル・マフムード・ブン・ハサン（Bashīr Saqr al-Maḥmūd bn Ḥasan ）ﺑﺸﯿﺮ ﺳﻘﺮ اﻟﻤﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﺣﺴﻦ

9)

サーイル・フーリー・ブン・ニザーム（Thā’ir al-Khūrī bn Niẓām ）ﺛﺎﺋﺮ اﻟﺨﻮري ﺑﻦ ﻧﻈﺎم

10) ハイダル・アイユーブ・ブン・ターヒル（Ḥaydar Ayyūb bn Ṭāhir ）ﺣﯿﺪر اﯾﻮب ﺑﻦ طﺎھﺮ
11) ハーリディーヤ・アッザーブ・ハンムード・ビント・ムハンマド（Khālidīya ‘Azzāb al-Ḥammūd Bint Muḥammad ﺧﺎﻟﺪﯾﺔ
）ﻋﺰاب اﻟﺤﻤﻮد ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ
12) ダッハーム・イーサー・ブン・ジャドイー（Daḥḥām al-’Īsā bn Jad‘ī ）دﺣﺎم اﻟﻌﯿﺴﻰ ﺑﻦ ﺟﺪﻋﻲ
13) ラースィム・サイラフィー・ブン・ファフミー（Rāsim Ṣayrafī bn Fahmī ）راﺳﻢ ﺻﯿﺮﻓﻲ ﺑﻦ ﻓﮭﻤﻲ
14) ズィヤード・ムルヒム・ブン・アブドゥルアズィーズ（Ziyād al-Mulḥim bn ‘Abd al-‘Azīz ）زﯾﺎد اﻟﻤﻠﺤﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ
15) サミール・ダルービー・ブン・アドハム（Samīr Darūbī bn Adham ）ﺳﻤﯿﺮ دروﺑﻲ ﺑﻦ ادھﻢ
16) シャフィーク・ジャッルース・ブン・ジルジス（Shafīq Jarrūs bn Jirjis ）ﺷﻔﯿﻖ ﺟﺮوس ﺑﻦ ﺟﺮﺟﺲ
17) サーリフ・イブラーヒーム・ブン・アブドゥルムニール（Ṣāliḥ Ibrāhīm bn ‘Abd al-Munīr ）ﺻﺎﻟﺢ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﯿﺮ
18) スブヒー・アリー・ディーブ・ブン・ラドワーン（Ṣubḥī ‘Alī Dīb bn Raḍwān ）ﺻﺒﺤﻲ ﻋﻠﻲ دﯾﺐ ﺑﻦ رﺿﻮان
19) サラーフッディーン・ジャーニー・ブン・ユースフ（Ṣalāḥ al-Dīn al-Jānī bn Yūsuf ）ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ
20) ダフーク・マンドゥー・ビント・ムハンマド・アミーン（Ḍaḥūk Mandū Bint Muḥammad Amīn ）ﺿﺤﻮك ﻣﻨﺪو ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ
21) アーミル・アッブード・ブン・ジャミール（‘Āmir ‘Abbūd bn Jamīl ）ﻋﺎﻣﺮ ﻋﺒﻮد ﺑﻦ ﺟﻤﯿﻞ
22) アブドゥルイラーフ・イドリース・ブン・ハサン（‘Abd al-Ilāh Idrīs bn Ḥasan ）ﻋﺒﺪ اﻻﻟﮫ ادرﯾﺲ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
23) アブドゥルハミード・サーリフ・ブン・マフムード（‘Abd al-Ḥamīd al-Ṣāliḥ bn Maḥmūd ）ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد
24) アブドゥルマジード・ムトラク・ブン・ムハンマド（‘Abd al-Majīd Muṭlaq bn Muḥammad ）ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
25) アドナーン・ジュムア・ブン・アフマド（‘Adnān al-Jum‘a bn Aḥmad ）ﻋﺪﻧﺎن اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
26) イッズッディーン・シャマーリー・ブン・マフムード（‘ Izz al-Dīn Shamālī bn Maḥmūd ）ﻋﺰ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد
27) アリー・ハタム・ブン・アブドゥルムウティー（‘Alī Khatam bn ‘Abd al-Mu‘ṭī ）ﻋﻠﻲ ﺧﺘﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻌﻄﻲ
28) アンマール・ラジューブ・ブン・ムフタール（‘Ammār Rajūb bn Mukhtār ）ﻋﻤﺎر رﺟﻮب ﺑﻦ ﻣﺨﺘﺎر
29) ファーディー・サッルーム・ブン・シャリーフ（Fādī al-Sallūm bn Sharīf ）ﻓﺎدي اﻟﺴﻠﻮم ﺑﻦ ﺷﺮﯾﻒ
30) ファウワーズ・ハーシミー・ブン・アブドゥルハミード（Fawwāz al-Hāshimī bn ‘Abd al-Ḥamīd ）ﻓﻮاز اﻟﮭﺎﺷﻤﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ
31) ファイサル・トゥラース・ブン・サカール（Fayṣal Ṭulās bn Sakār ）ﻓﯿﺼﻞ طﻼس ﺑﻦ ﺳﻜﺎر
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32) ムハンマド・バッシャール・ザアルール・ブン・ヤフヤー（Muḥammad Bashshār Za‘rūr bn Yaḥyā ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﺎر زﻋﺮور ﺑﻦ
）ﯾﺤﯿﻰ
33) ムハンマド・ジャウダト・ヒッジャ・ブン・ムハンマド（Muḥammad Jawdat al-Ḥijja bn Muḥammad ）ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮدت اﻟﺤﺠﺔ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
34) ムハンマド・ムフタール・ウムラーン・ブン・バフジャト（Muḥammad Mukhtār ‘Umrān bn Bahjat ）ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺑﮭﺠﺖ
35) ムハンマド・ムーサー・ブン・ハーシム（Muḥammad Mūsā bn Hāshim ）ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ھﺎﺷﻢ
36) ムハンマド・ハマーム・ガーリー・ブン・ムハンマド・アリー（Muḥammad Hamām Ghālī bn Muḥammad ‘Alī ﻣﺤﻤﺪ ھﻤﺎم
）ﻏﺎﻟﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ
37) ムハンマド・アフィーファ・ブン・ユーヌス（Muḥammad ‘Afīfa bn Yūnus ）ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻔﯿﻔﺔ ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ
38) マフムード・ディーブ・ブン・ハーミド（Maḥmūd al-Dīb bn Ḥāmid ）ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺪﯾﺐ ﺑﻦ ﺣﺎﻣﺪ
39) マフムード・アムーリー・ブン・アムーリー（Maḥmūd al-‘Amūrī bn ‘Amūrī ）ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻌﻤﻮري ﺑﻦ ﻋﻤﻮري
40) マンハル・ハマド・ブン・ムハンマド（Manhal Ḥamad bn Muḥammad ）ﻣﻨﮭﻞ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
41) ナースィル・ナースィル・ブン・ユースフ（Nāṣir al-Nāṣir bn Yūsuf ）ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ
42) ナースィル・ハムダーン・ブン・スライマーン（Nāṣir Ḥamdān bn Sulaymān ）ﻧﺎﺻﺮ ﺣﻤﺪان ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن
43) ナーズィム・サージュ・ブン・イブラーヒーム（Nāẓim al-Ṣāj bn Ibrāhīm ）ﻧﺎظﻢ اﻟﺼﺎج ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ
44) ヤースィル・ドゥルズィー・ブン・マフムード（Yāsir al-Durzī bn Maḥmūd ）ﯾﺎﺳﺮ اﻟﺪرزي ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد
45) ヤースィル・マフムード・ブン・フドル（Yāsir al-Maḥmūd bn Khuḍr ）ﯾﺎﺳﺮ اﻟﻤﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﺧﻀﺮ
46) ヤフヤー・アクラ・ブン・アッズー（Yaḥyā al-‘Akla bn ‘Azzū ）ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻌﻜﻠﺔ ﺑﻦ ﻋﺰو
5)

ハマー県

第 1 部門
1)

アスアド・アスアド・ブン・ファーイズ（As‘ad al-As‘ad bn Fā’iz ）اﺳﻌﺪ اﻻﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻓﺎﺋﺰ

2)

アシュラフ・バーキール・ブン・アブドゥルカリーム（Ashraf al-Bākīr bn ‘Abd al-Karīm ）اﺷﺮف اﻟﺒﺎﻛﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ

3)

アマル・マフフード・ビント・トゥルキー（Amal Maḥfūḍ Bint Turkī ）اﻣﻞ ﻣﺤﻔﻮض ﺑﻨﺖ ﺗﺮﻛﻲ

4)

イミール・アスアド・ブン・アリー（Imīl As‘ad bn ‘Alī ）اﻣﯿﻞ اﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ

5)

アナス・アースィー・ブン・サイード（Anas al-‘Āṣī bn Sa‘īd ）اﻧﺲ اﻟﻌﺎﺻﻲ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ

6)

イブラーヒーム・サトゥーフ・ブン・ジャースィム（Ibrāhīm al-Ṣaṭūf bn Jāsim ）اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺼﻄﻮف ﺑﻦ ﺟﺎﺳﻢ

7)

アミーン・アズィーザ・ブン・サーリフ（Amīn ‘Azīza bn Ṣāliḥ ）اﻣﯿﻦ ﻋﺰﯾﺰة ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ

8)

バースィム・バユール・ブン・ナーイフ（Bāsim al-Bayūr bn Nāyif ）ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺒﯿﻮر ﺑﻦ ﻧﺎﯾﻒ

9)

バッサーム・アッバース・ブン・アブドゥッサッタール（Bassām ‘Abbās bn ‘Abd al-Sattār ）ﺑﺴﺎم ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر

10) バッシャール・ダーウード・ブン・ムハンマド（Bashshār Dā’ūd bn Muḥammad ）ﺑﺸﺎر داؤود ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
11) ターミル・アスアド・ブン・ラマダーン（Tāmir As‘ad bn Ramaḍān ）ﺗﺎﻣﺮ اﺳﻌﺪ ﺑﻦ رﻣﻀﺎن
12) トゥルキーヤ・ワフビー・ビント・ハーフィズ（Turkīya Wahbī Bint Ḥāfiẓ ）ﺗﺮﻛﯿﺔ وھﺒﻲ ﺑﻨﺖ ﺣﺎﻓﻆ
13) ジャービル・カースィム・ブン・カースィム（Jābir al-Qāsim bn Qāsim ）ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ
14) ジューズィフィーン・ハズーリー・ビント・ガッサーン（Jūzifīn Ḥazūrī Bint Ghassān ）ﺟﻮزﻓﯿﻦ ﺣﺰوري ﺑﻨﺖ ﻏﺴﺎن
15) ハーティム・シャーキル・ブン・ムハンマド・リヤード（Ḥātim Shākir bn Muḥammad Riyāḍ ）ﺣﺎﺗﻢ ﺷﺎﻛﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ رﯾﺎض
16) ハーズィム・ミッリー・ブン・ファーイズ（Ḥāzim Millī bn Fāyiz ）ﺣﺎزم ﻣﻠﻠﻲ ﺑﻦ ﻓﺎﯾﺰ
17) ラーイド・サッルーム・ブン・ダッアーシュ（Rā’id al-Sallūm bn Da‘‘āsh ）راﺋﺪ اﻟﺴﻠﻮم ﺑﻦ دﻋﺎس
18) ラジャブ・ナウーフ・ブン・ターハー（Rajab Na‘ū bn Ṭāhā ）رﺟﺐ ﻧﻌﻮف ﺑﻦ طﮫ
19) ラフィーク・アーキル・ブン・マージド（Rafīq ‘Āqil bn Mājid ）رﻓﯿﻖ ﻋﺎﻗﻞ ﺑﻦ ﻣﺎﺟﺪ
20) リヤード・ズユード・ブン・ナーイフ（Riyāḍ Zuyūd bn Nāyif ）رﯾﺎض زﯾﻮد ﺑﻦ ﻧﺎﯾﻒ
21) サーリフ・イブラーヒーム・ブン・ムニール（Ṣāliḥ Ibrāhīm bn Munīr ）ﺻﺎﻟﺢ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﻨﯿﺮ
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22) スィッディーク・トゥーバズ・ブン・マスウード（Ṣiddīq Ṭūbazbn Mas‘ūd ）ﺻﺪﯾﻖ طﻮﺑﺰ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد
23) サッターム・ハイル・ブン・アフマド（Ṣaṭṭām al-Khayl bn Aḥmad ）ﺻﻄﺎم اﻟﺨﯿﻞ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
24) タラール・カウジャ・ブン・ムハンマド・アリー（Ṭalāl al-Qawja bn Muḥammad ‘Alī ）طﻼل اﻟﻘﻮﺟﺔ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ
25) ターハー・ラッハール・ブン・ムハンマド（Ṭāhā al-Raḥḥāl bn Muḥammad ）طﮫ اﻟﺮﺣﺎل ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
26) アースィム・ハマウィー・ブン・ハサン（‘Āṣim al-Ḥamawī bn Ḥasan ）ﻋﺎﺻﻢ اﻟﺤﻤﻮي ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
27) アーミル・スルターン・ブン・アシュラフ（‘Āmir Sulṭān bn Ashraf ）ﻋﺎﻣﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ اﺷﺮف
28) アブドゥルアズィーズ・スィブスィビー・ブン・アフマド（‘Abd al-‘Azīz al-Sibsibī bn Aḥmad ）ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺴﺒﺴﺒﻲ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
29) アブドゥルムンイム・ビースキー・ブン・ムハンマド・ニザール（‘Abd al-Mun‘im Bīskī bn Muḥammad Nizār ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﻌﻢ
）ﺑﯿﺴﻜﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺰار
30) アブドゥンナースィル・イブラーヒーム・ブン・イーサー（‘Abd al-Nāṣir al-Ibrāhīm bn ‘Īsā ）ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ اﻻﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﻰ
31) アブドゥルハーディー・ウダイ・ブン・ハサン（‘Abd al-Hādī al-‘Uday bn Ḥasan ）ﻋﺒﺪاﻟﮭﺎدي اﻟﻌﺪي ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
32) アビール・カアブール・ビント・イブラーヒーム（‘Abīr Qa‘būr Bint Ibrāhīm ）ﻋﺒﯿﺮ ﻗﻌﺒﻮر ﺑﻨﺖ اﺑﺮاھﯿﻢ
33) アドナーン・フルワ・ブン・ファイサル（‘Adnān al-Ḥulwa bn Fayṣal ）ﻋﺪﻧﺎن اﻟﺤﻠﻮة ﺑﻦ ﻓﯿﺼﻞ
34) ウライニー・サーフィー・ブン・スライマーン（‘Ulaynī Ṣāfī bn Sulaymān ）ﻋﻠﻲ ﻧﯿﺼﺎﻓﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن
35) イマード・クーサー・ブン・イブラーヒーム（‘ Imād Kūsā bn Ibrāhīm ）ﻋﻤﺎد ﻛﻮﺳﺎ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ
36) アンマール・ウワイル・ブン・ウスマーン（‘Ammār al-‘Uwayr bn ‘Uthmān ）ﻋﻤﺎر اﻟﻌﻮﯾﺮ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن
37) ガイダー・ドゥハイミシュ・ビント・ムハンマド（Ghaydā’ Duhaymish Bint Muḥammad ）ﻏﯿﺪاء دھﯿﻤﺶ ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ
38) ファーディー・ハーリド・ブン・アフマド（Fādī al-Khālid bn Aḥmad ）ﻓﺎدي اﻟﺨﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
39) ファイサル・ワルダ・ブン・アミーン（Fayṣal Warda bn Amīn ）ﻓﯿﺼﻞ وردة ﺑﻦ اﻣﯿﻦ
40) ムアイイド・フドゥール・ブン・サーリフ（Mu’ayyid Khuḍūr bn Ṣāliḥ ）ﻣﺆﯾﺪ ﺧﻀﻮر ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ
41) ムハンマド・ダーギル・ブン・アブドゥッラー（Muḥammad al-Dāghir bn ‘Abd Allāh ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪاﻏﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ
42) ムハンマド・アワド・ブン・フサイン（Muḥammad al-‘Awaḍ bn Ḥusayn ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻮض ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ
43) ムハンマド・バドゥール・ブン・アブドゥッラー（Muḥammad Badūr bn ‘Abd Allāh ）ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪور ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ
44) ムハンマド・ハンムー・ブン・ジャミール（Muḥammad Ḥammū bn Jamīl ）ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻮ ﺑﻦ ﺟﻤﯿﻞ
45) ムハンマド・サイード・アスワド・ブン・アブドゥルカーディル（Muḥammad Sa‘īd al-Aswad bn ‘Abd al-Qādir ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ
）اﻻﺳﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر
46) ムハンマド・イーサー・ブン・アリー（Muḥammad ‘Īsā bn ‘Alī ）ﻣﺤﻤﺪ ﻋﯿﺴﻰ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
47) ムルハフ・ザイヌー・ブン・ムハンマド・アリー（Murhaf al-Zaynū bn Muḥammad ‘Alī ）ﻣﺮھﻒ اﻟﺰﯾﻨﻮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ
48) マスアフ・アルワーニー・ブン・ムハンマド（Mas‘af al-‘Alwanī bn Muḥammad ）ﻣﺴﻌﻒ اﻟﻌﻠﻮاﻧﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
49) ムスタファー・ムスタファー・ブン・ナシュミー（Muṣṭafā al-Muṣṭafā bn Nashmī ）ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻧﺸﻤﻲ
50) ムスタファー・クライヒト・ブン・ムハンマド（Muṣṭafā Kurayḥit bn Muḥammad ）ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺮﯾﺤﺖ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
51) マターニユース・サアド・ブン・ムーサー（Maṭāniyūs al-Sa‘d bn Mūsā ）ﻣﻄﺎﻧﯿﻮس اﻟﺴﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ
52) マクズーン・スライマーン・ブン・アリー（Makzūn Sulaymān bn ‘Alī ）ﻣﻜﺰون ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
53) マムドゥーフ・イスマーイール・ブン・アブドゥルカリーム（Mamdūḥ Ismā‘īl bn ‘Abd al-Karīm ）ﻣﻤﺪوح اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ
54) マムドゥーフ・アフマド・ブン・ハーリド（Mamdūḥ al-Aḥmad bn Khālid ）ﻣﻤﺪوح اﻷﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ
55) ムンズィル・ビナー・ブン・アブドゥッラー（Mundhir Binā bn ‘Abd Allāh ）ﻣﻨﺬر ﺑﻨﺎ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ
56) ムンズィル・ハサン・ブン・ディルガーム（Mundhir Ḥasan bn Dirghām ）ﻣﻨﺬر ﺣﺴﻦ ﺑﻦ درﻏﺎم
57) ムナー・サラーマ・ビント・ムハンマド（Munā Salāma Bint Muḥammad ）ﻣﻨﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ
58) ムニール・アッバース・ブン・アッバース（Munīr‘Abbās bn ‘Abbās ）ﻣﻨﯿﺮ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺎس
59) ムワッファク・ムニーフ・ブン・アスアド（Muwaffaq Munīf bn As‘ad ）ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻨﯿﻒ ﺑﻦ أﺳﻌﺪ
60) ナーディヤー・ワッスーフ・ビント・スライマーン（Nādiyā Wassūf Bint Sulaymān ）ﻧﺎدﯾﺎ وﺳﻮف ﺑﻨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن
61) ニダール・イブラーヒーム・ブン・マフムード（Niḍāl al-Ibrāhīm bn Maḥmūd ）ﻧﻀﺎل اﻻﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد
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62) ナウワール・アッルーシュ・ビント・ムハンマド・ヌハード（Nawwāl al-‘Allūsh Bint Muḥammad Nuhād ﻧﻮال اﻟﻌﻠﻮش ﺑﻨﺖ
）ﻣﺤﻤﺪ ﻧﮭﺎد
第 2 部門
1)

アフマド・マズィード・ファルダーウィー・ブン・カースィム（Aḥmad Mazīd al-Fardāwī bn Qāsim ）اﺣﻤﺪ ﻣﺰﯾﺪ اﻟﻔﺮداوي ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ

2)

イスマーイール・フドゥール・ブン・アフマド（Ismā‘īl Khuḍūr bn Aḥmad ）اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﻀﻮر ﺑﻦ اﺣﻤﺪ

3)

アクラム・シーハ・ブン・ムハンマド（Akram Shīḥa bn Muḥammad ）اﻛﺮم ﺷﯿﺤﺔ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

4)

アマル・シャウワーフ・ビント・ワルダーン（Amal al-Shawwāf Bint Wardān ）اﻣﻞ اﻟﺸﻮاف ﺑﻨﺖ وردان

5)

アナス・ジャウラーク・ブン・アブドゥルガニー（Anas Jawlāq bn ‘Abd al-Ghanī ）اﻧﺲ ﺟﻮﻻق ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ

6)

サーイル・サルハブ・ブン・ナースィフ（Thā’ir Salhab bn Nāṣiḥ ）ﺛﺎﺋﺮ ﺳﻠﮭﺐ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺢ

7)

ジャラール・ハサクー・ブン・ハンナー（Jalāl Ḥasakū bn Ḥannā ）ﺟﻼل ﺣﺴﻜﻮ ﺑﻦ ﺣﻨﺎ

8)

ジャマール・ヤースィーン・ブン・ムハンマド（Jamāl Yāsīn bn Muḥammad ）ﺟﻤﺎل ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

9)

ジュールジュ・スィディー・ブン・アティーヤ（Jūrj Ṣidī bn ‘Aṭīya ）ﺟﻮرج ﺻﺪي ﺑﻦ ﻋﻄﯿﺔ

10) ジュール・サンカリー・ブン・タウフィーク（Jūl Sankarī bn Tawfīq ）ﺟﻮل ﺳﻨﻜﺮي ﺑﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ
11) ハーミド・ムスタファー・ブン・ムハンマド（Ḥāmid Muṣṭafā bn Muḥammad ）ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
12) ハサン・カースィム・ブン・アブドゥルカリーム（Ḥasan al-Qāsim bn ‘Abd al-Karīm ）ﺣﺴﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ
13) ハサン・サイード・ブン・ユースフ（Ḥasan Sa‘īd bn Yūsuf ）ﺣﺴﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ
14) ハーリド・ダーヒル・ブン・ムハンマド（Khālid al-Ḍāhir bn Muḥammad ）ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻀﺎھﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
15) ドゥマル・アフラス・ブン・ハサン（Dumar al-Akhras bn Ḥasan ）دﻣﺮ اﻻﺧﺮس ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
16) ラーイダ・アークーラ・ビント・ムハンマド・イブラーヒーム（Rā’ida ‘Āqūla Bint Muḥammad Ibrāhīm راﺋﺪة ﻋﺎﻗﻮﻟﺔ ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ
）اﺑﺮاھﯿﻢ
17) リヤード・ハムザ・ブン・ムスタファー（Riyāḍ Ḥamza bn Muṣṭafā ）رﯾﺎض ﺣﻤﺰة ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ
18) スィーラ・アフィーファ・ビント・サーリフ（Sīra ‘Afīfa Bint Ṣāliḥ ）ﺳﯿﺮة ﻋﻔﯿﻔﺔ ﺑﻨﺖ ﺻﺎﻟﺢ
19) ターヒル・イーサー・ブン・ムハンマド（Ṭāhir al-’Īsā bn Muḥammad ）طﺎھﺮ اﻟﻌﯿﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
20) アースィム・シャッアール・ブン・ワリード（‘Āṣim Sha‘‘ār bn Walīd ）ﻋﺎﺻﻢ ﺷﻌﺎر ﺑﻦ وﻟﯿﺪ
21) アブドゥルハミード・アムーリー・ブン・アフマド（‘Abd al-Ḥamīd al-‘Amūrī bn Aḥmad ）ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ اﻟﻌﻤﻮري ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
22) アブドゥッラー・マフムード・ブン・ディヤーブ（‘Abd Allāh al-Maḥmūd bn Diyāb ）ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻤﺤﻤﻮد ﺑﻦ دﯾﺎب
23) アドナーン・ラフムーン・ブン・サーリフ（‘Adnān al-Raḥmūn bn Ṣāliḥ ）ﻋﺪﻧﺎن اﻟﺮﺣﻤﻮن ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ
24) アリー・イダーリー・ブン・タージュッディーン（‘Alī al-Idārī bn Tāj al-Dīn ）ﻋﻠﻲ اﻻداري ﺑﻦ ﺗﺎج اﻟﺪﯾﻦ
25) アリー・ラマダーン・ブン・シャフード（‘Alī al-Ramaḍān bn Shaḥūd ）ﻋﻠﻲ اﻟﺮﻣﻀﺎن ﺑﻦ ﺷﺤﻮد
26) イーサー・ダーヒル・ブン・ブトルス（‘Īsā al-Ḍāhir bn Buṭrus ）ﻋﯿﺴﻰ اﻟﻀﺎھﺮ ﺑﻦ ﺑﻄﺮس
27) ガーリブ・アッサーフ・ブン・リフアート（Ghālib ‘Assāf bn Rif‘āt ）ﻏﺎﻟﺐ ﻋﺴﺎف ﺑﻦ رﻓﻌﺎت
28) ファーディー・タルカーウィー・ブン・バドル（Fādī Tarkāwī bn Badr ）ﻓﺎدي ﺗﺮﻛﺎوي ﺑﻦ ﺑﺪر
29) ファーディル・ダルウィーシュ・ブン・イブラーヒーム（Fāḍil Darwīsh bn Ibrāhīm ）ﻓﺎﺿﻞ دروﯾﺶ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ
30) ムハンマド・ハーッジ・ブン・ハサン（Muḥammad al-Ḥajj bn Ḥasan ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺎج ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
31) ムハンマド・アリー・ブン・カーミル（Muḥammad al-‘Alī bn Kāmil ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻠﻲ ﺑﻦ ﻛﺎﻣﻞ
32) ムハンマド・サフワーン・アッタール・ブン・アドナーン（Muḥammad Ṣafwān al-‘Aṭṭār bn ‘Adnān ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻔﻮان اﻟﻌﻄﺎر ﺑﻦ
）ﻋﺪﻧﺎن
33) マアン・ウスマーン・ブン・ラシード（Ma‘n al-’Uthmān bn Rashīd ）ﻣﻌﻦ اﻟﻌﺜﻤﺎن ﺑﻦ رﺷﯿﺪ
34) ムンキズ・アッカード・ブン・ナーディル（Munqidh ‘Aqqād bn Nādir ）ﻣﻨﻘﺬ ﻋﻘﺎد ﺑﻦ ﻧﺎدر
35) ムハンナド・アリー・ブン・アフマド（Muhannad ‘Alī bn Aḥmad ）ﻣﮭﻨﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
36) ナズィーフ・ダーヒル・ブン・マターニユース（Nazīh al-Ḍāhir bn Maṭāniyūs ）ﻧﺰﯾﮫ اﻟﻀﺎھﺮ ﺑﻦ ﻣﻄﺎﻧﯿﻮس
37) フダー・ジャンムール・ビント・イスマーイール（Hudā Jammūl Bint Ismā‘īl ）ھﺪى ﺟﻤﻮل ﺑﻨﺖ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
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38) ハマーム・イーサー・ブン・アミーン（Hamām ‘Īsā bn Amīn ）ھﻤﺎم ﻋﯿﺴﻰ ﺑﻦ اﻣﯿﻦ
6)

ラタキア県

第 1 部門
1)

アフマド・ハッダーム・ブン・アリー（Aḥmad Khaddām bn ‘Alī ）اﺣﻤﺪ ﺧﺪام ﺑﻦ ﻋﻠﻲ

2)

アフマド・ターハー・ブン・アリー（Aḥmad Ṭāhā bn ‘Alī ）اﺣﻤﺪ طﮫ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ

3)

アフマド・ナッジャール・ブン・ハーリド（Aḥmad Najjār bn Khālid ）اﺣﻤﺪ ﻧﺠﺎر ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ

4)

アクラム・イスマーイール・ブン・アフマド（Akram Ismā‘īl bn Aḥmad ）اﻛﺮم اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ

5)

イーマーン・ダワーイ・ブン・ヒクマト（Īmān Dawāy bn Ḥikmat ）اﯾﻤﺎن دواي ﺑﻦ ﺣﻜﻤﺖ

6)

バースィム・ハサン・ブン・ムハンマド（Bāsim Ḥasan bn Muḥammad ）ﺑﺎﺳﻢ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

7)

タイスィール・ハビーブ・ブン・カーミル（Taysīr Ḥabīb bn Kāmil ）ﺗﯿﺴﯿﺮ ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﻛﺎﻣﻞ

8)

ジャマール・ハマード・ブン・スライマーン（Jamāl Ḥamād bn Sulaymān ）ﺟﻤﺎل ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن

9)

ジャマール・アブドゥルナースィル・ナスール・ブン・バフジャト（Jamāl ‘Abd al-Nāṣir Naṣūr bn Bahjat ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ
）ﻧﺼﻮر ﺑﻦ ﺑﮭﺠﺖ

10) ジハード・バドゥール・ブン・スライマーン（Jihād Badūr bn Sulaymān ）ﺟﮭﺎد ﺑﺪور ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن
11) フサーム・フーリー・ブン・ミーシール（Ḥusām Khūrī bn Mīshīl ）ﺣﺴﺎم ﺧﻮري ﺑﻦ ﻣﯿﺸﯿﻞ
12) ハーリド・ハドラ・ブン・ファイサル（Khālid Khaḍra bn Fayṣal ）ﺧﺎﻟﺪ ﺧﻀﺮه ﺑﻦ ﻓﯿﺼﻞ
13) フドル・ハッジ・ブン・ユースフ（Khuḍr al-Ḥajjbn Yūsuf ）ﺧﻀﺮ اﻟﺤﺞ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ
14) ハルドゥーン・ディヤーブ・ブン・ムハンマド・アリー（Khaldūn Diyāb bn Muḥammad ‘Alī ）ﺧﻠﺪون دﯾﺎب ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ
15) ラジャー・ハリーフ・ビント・アブドゥルマジード（Rajā’ Khalīf Bint ‘Abd al-Majīd ）رﺟﺎء ﺧﻠﯿﻒ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ
16) サーイル・クドスィーヤ・ブン・ニウマト（Sā’ir Qudsīya bn Ni‘mat ）ﺳﺎﺋﺮ ﻗﺪﺳﯿﺔ ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺖ
17) サルマーン・ムッラー・ブン・ムハンマド（Salmān Mullā bn Muḥammad ）ﺳﻠﻤﺎن ﻣﻼ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
18) ザーヒル・イスビル・ブン・アフマド（Ẓāhir Isbir bn Aḥmad ）ظﺎھﺮ اﺳﺒﺮ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
19) アブドゥルムフスィン・シャルーフ・ブン・アリー（‘Abd al-Muḥsin Sharūf bn ‘Alī ）ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ ﺷﺮوف ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
20) アブドゥッラー・ムルーワ・ブン・アリー（‘Abd Allāh Murūwa bn ‘Alī ）ﻋﺒﺪﷲ ﻣﺮوة ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
21) イッザト・フドル・ブン・アリー（‘ Izzat Khuḍr bn ‘Alī ）ﻋﺰت ﺧﻀﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
22) アラー・サルハブ・ブン・ジャミール（‘Alā’ Salhab bn Jamīl ）ﻋﻼء ﺳﻠﮭﺐ ﺑﻦ ﺟﻤﯿﻞ
23) アリー・アッバース・ブン・ムハンマド（‘Alī ‘Abbās bn Muḥammad ）ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
24) アリー・カースィム・ブン・アズィーズ（‘Alī Qāsim bn ‘Azīz ）ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﺰﯾﺰ
25) アリー・マフムード・ブン・ムハンマド（‘Alī Maḥmūd bn Muḥammad ）ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
26) アンマール・ガーニム・ブン・ニザール（‘Ammār Ghānim bn Nizār ）ﻋﻤﺎر ﻏﺎﻧﻢ ﺑﻦ ﻧﺰار
27) ガイス・アリー・ブン・ハビーブ（Ghayth‘Alī bn Ḥabīb ）ﻏﯿﺚ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ
28) ファーイカ・サルマーン・ビント・アミーン（Fā’iqa Salmān Bint Amīn ）ﻓﺎﺋﻘﮫ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻨﺖ اﻣﯿﻦ
29) ファーディー・カンジュー・ブン・ナーズィム（Fādī Kanjū bn Nāẓim ）ﻓﺎدي ﻛﻨﺠﻮ ﺑﻦ ﻧﺎظﻢ
30) ファフルッディーン・マアルーフ・ブン・ナスル（Fakhr al-Dīn Ma‘rūf bn Naṣr ）ﻓﺨﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻌﺮوف ﺑﻦ ﻧﺼﺮ
31) フィラース・スースィー・ブン・サリーム（Firās Sūsī bn Salīm ）ﻓﺮاس ﺳﻮﺳﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻢ
32) カファー・カナアーン・ビント・サービト（Kafā Kana‘ān Bint Thābit ）ﻛﻔﻰ ﻛﻨﻌﺎن ﺑﻨﺖ ﺛﺎﺑﺖ
33) カナーズ・サクル・ブン・アーディル（Kanāẓ Ṣaqr bn ‘Ādil ）ﻛﻨﺎز ﺻﻘﺮ ﺑﻦ ﻋﺎدل
34) ルアイユ・ハッジ・ブン・ラーシド（Lu’ayy al-Ḥajjbn Rāshid ）ﻟﺆي اﻟﺤﺞ ﺑﻦ راﺷﺪ
35) マーヒル・カンジュ・ブン・サーリフ（Māhir al-Kanj bn Ṣāliḥ ）ﻣﺎھﺮ اﻟﻜﻨﺞ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ
36) マジュド・フドゥール・ブン・ラーギブ（Majd Khuḍūr bn Rāghib ）ﻣﺠﺪ ﺧﻀﻮر ﺑﻦ راﻏﺐ
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37) フムスィン・トゥワイティー・ブン・アフマド（Muḥsin Tuwaytī bn Aḥmad ）ﻣﺤﺴﻦ ﺗﻮﯾﺘﻲ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
38) ムハンマド・ハリーファ・ブン・マフムード（Muḥammad Khalīfa bn Maḥmūd ）ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﯿﻔﺔ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد
39) マフムード・アイユーブ・ブン・カーミル（Maḥmūd Ayyūb bn Kāmil ）ﻣﺤﻤﻮد اﯾﻮب ﺑﻦ ﻛﺎﻣﻞ
40) マアン・ムルヒジュ・ブン・ムルヒジュ（Ma‘n Murhij bn Murhij ）ﻣﻌﻦ ﻣﺮھﺞ ﺑﻦ ﻣﺮھﺞ
41) マンハル・スクール・ブン・ハーミド（Manhal Ṣuqūr bn Ḥāmid ）ﻣﻨﮭﻞ ﺻﻘﻮر ﺑﻦ ﺣﺎﻣﺪ
42) ムニール・ハドゥージュ・ブン・ムニーフ（Munīr Khadūj bn Munīf ）ﻣﻨﯿﺮ ﺧﺪوج ﺑﻦ ﻣﻨﯿﻒ
43) ナビール・アブドゥフ・ブン・マスウード（Nabīl ‘Abduh bn Mas‘ūd ）ﻧﺒﯿﻞ ﻋﺒﺪه ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد
44) ナシュワーン・マズィーク・ブン・スライマーン（Nashwān Mazīq bn Sulaymān ）ﻧﺸﻮان ﻣﺰﯾﻖ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن
45) ニダール・ムタウウィジュ・ブン・ジャミール（Niḍāl Mutawwij bn Jamīl ）ﻧﻀﺎل ﻣﺘﻮج ﺑﻦ ﺟﻤﯿﻞ
46) ナイーム・アルワーニー・ブン・アリー（Na‘īm al-‘Alwānī bn ‘Alī ）ﻧﻌﯿﻢ اﻟﻌﻠﻮﻧﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
47) ハーニー・ハッバーバ・ブン・ハサン（Hānī Ḥabbāba bn Ḥasan ）ھﺎﻧﻲ ﺣﺒﺎﺑﮫ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
48) フダー・イタール・ビント・ムハンマド（Hudā ‘ Itāl Bint Muḥammad ）ھﺪى ﻋﺘﺎل ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ
49) ハイサム・イスマーイール・ブン・スライマーン（Haytham Ismā‘īl bn Sulaymān ）ھﯿﺜﻢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن
50) ヤフヤー・ラヒーヤ・ブン・アリー（Yaḥyā al-Raḥīya bn ‘Alī ）ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺮﺣﯿﺔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
第 2 部門
1)

アースィフ・ドゥーバー・ブン・イフサーン（Āṣif Dūbā bn Iḥsān ）آﺻﻒ دوﺑﺎ ﺑﻦ اﺣﺴﺎن

2)

アイハム・ターミル・ブン・ハーミド（Ayham Tāmir bn Ḥāmid ）أﯾﮭﻢ ﺗﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺣﺎﻣﺪ

3)

アフマド・スーダ・ブン・サルマーン（Aḥmad al-Sūda bn Salmān ）اﺣﻤﺪ اﻟﺴﻮدة ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن

4)

アフマド・シャフルール・ブン・スライマーン（Aḥmad Shaḥrūr bn Sulaymān ）اﺣﻤﺪ ﺷﺤﺮور ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن

5)

アミール・イスマーイール・ブン・ムハンマド（Amīr Ismā‘īl bn Muḥammad ）اﻣﯿﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

6)

バッシャール・アサド・ブン・ナディーム（Bashshār Asad bn Nadīm ）ﺑﺸﺎر أﺳﺪ ﺑﻦ ﻧﺪﯾﻢ

7)

ブールス・サルクー・ブン・アブドゥッラー（Būlus Sarkū bn ‘Abd Allāh ）ﺑﻮﻟﺲ ﺳﺮﻛﻮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ

8)

サーイル・サイード・ブン・カーミル（Thā’ir Sa‘īd bn Kāmil ）ﺛﺎﺋﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻛﺎﻣﻞ

9)

ジャミール・シャーヒーン・ブン・ユースフ（Jamīl Shāhīn bn Yūsuf ）ﺟﻤﯿﻞ ﺷﺎھﯿﻦ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ

10) ジハード・アリー・ブン・ハビーブ（Jihād ‘Alī bn Ḥabīb ）ﺟﮭﺎد ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ
11) フサーム・シハーダ・ブン・サイフッディーン（Ḥusām Shiḥāda bn Sayf al-Dīn ）ﺣﺴﺎم ﺷﺤﺎدة ﺑﻦ ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ
12) ハサン・ジャリーア・ブン・アリー（Ḥasan Jarī‘a bn ‘Alī ）ﺣﺴﻦ ﺟﺮﯾﻌﺔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
13) ドゥライド・マルタクーシュ・ブン・アリー（Durayd Kartakūsh bn ‘Alī ）درﯾﺪ ﻣﺮﺗﻜﻮش ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
14) ラドワーン・サクル・ブン・シャヒーダ（Raḍwān Ṣaqr bn Shaḥida ）رﺿﻮان ﺻﻘﺮ ﺑﻦ ﺷﺤﯿﺪة
15) ルーズ・サイード・ビント・スライマーン（Rūz Sa‘īd Bint Sulaymān ）روز ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن
16) ズィヤード・ハサン・ブン・イブラーヒーム（Ziyād Ḥasan bn Ibrāhīm ）زﯾﺎد ﺣﺴﻦ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ
17) サーミル・マフムード・ブン・タウフィーク（Sāmir Maḥmūd bn Tawfīq ）ﺳﺎﻣﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ
18) サリーム・ダーヒル・ブン・イッザト（Salīm Ḍāhir bn ‘ Izzat ）ﺳﻠﯿﻢ ﺿﺎھﺮ ﺑﻦ ﻋﺰت
19) ターリク・イブラーヒーム・ブン・ムハンマド・アディーブ（Ṭāriq Ibrāhīm bn Muḥammad Adīb ）طﺎرق اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ادﯾﺐ
20) アーディル・サクル・ブン・アズィーズ（‘Ādil Ṣaqr bn ‘Azīz ）ﻋﺎدل ﺻﻘﺮ ﺑﻦ ﻋﺰﯾﺰ
21) アーディル・ウスマーン・ブン・アフマド（‘Ādil ‘Uthmān bn Aḥmad ）ﻋﺎدل ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
22) アブドゥルハミード・ムハンナー・ブン・ハサン（‘Abd al-Ḥamīd Muhannā bn Ḥasan Muḥsin ）ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﮭﻨﺎ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
23) アブドゥルムトリブ・ハサン・ブン・ハサン（‘Abd al-Muṭlib Ḥasan bn Ḥasan ）ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
24) アブドゥッラー・シュブール・ブン・ユースフ（‘Abd Allāh Shubūl bn Yūsuf ）ﻋﺒﺪﷲ ﺷﺒﻮل ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ
25) イサーム・ハリール・ブン・サイード（‘ Iṣām Khalīl bn Sa‘īd ）ﻋﺼﺎم ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ
26) アリー・ジャナーウルー・ブン・ムハンマド（‘Alī Janāwrū bn Muḥammad ）ﻋﻠﻲ ﺟﻨﺎورو ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
27) アリー・ハサン・ブン・イブラーヒーム（‘Alī Ḥasan bn Ibrāhīm ）ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ
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28) アリー・ユースフ・ブン・ハビーブ（‘Alī Yūsuf bn Ḥabīb ）ﻋﻠﻲ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ
29) イーサー・イブラーヒーム・ブン・ムハンマド（‘Īsā Ibrāhīm bn Muḥammad ）ﻋﯿﺴﻰ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
30) ガッサーン・フドル・ブン・アーリフ（Ghassān Khuḍr bn ‘Ārif ）ﻏﺴﺎن ﺧﻀﺮ ﺑﻦ ﻋﺎرف
31) ガッサーン・ムハンマド・サイード・ブン・ジャミール（Ghassān Muḥammad Sa‘īd bn Jamīl ）ﻏﺴﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﻤﯿﻞ
32) ファーイズ・シャーヒーン・ブン・ハビーブ（Fā’iz Shāhīn bn Ḥabīb ）ﻓﺎﺋﺰ ﺷﺎھﯿﻦ ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ
33) ファーディー・ニザームリー・ブン・マーリク（Fādī Niẓāmlī bn Mālik ）ﻓﺎدي ﻧﻈﺎﻣﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ
34) ルアイユ・アフマド・ブン・アッブード（Lu’ayy Aḥmad bn ‘Abbūd ）ﻟﺆي اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﻮد
35) マーリク・ハイル・ブン・サルマーン（Mālik al-Khayr bn Salmān ）ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺨﯿﺮ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن
36) マーリク・ハッダーム・ブン・バドル（Mālik Khaddām bn Badr ）ﻣﺎﻟﻚ ﺧﺪام ﺑﻦ ﺑﺪر
37) マーリク・シュブール・ブン・アフマド（Mālik Shubūl bn Aḥmad ）ﻣﺎﻟﻚ ﺷﺒﻮل ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
38) マーヒル・ハラフ・ブン・イブラーヒーム（Māhir al-Khalaf bn Ibrāhīm ）ﻣﺎھﺮ اﻟﺨﻠﻒ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ
39) ムハンマド・アイマン・アウサタ・ブン・ムハンマド・アドナーン（Muḥammad Ayman Awṣata bn Muḥammad ‘Adnān
）ﻣﺤﻤﺪ اﯾﻤﻦ أوﺳﻄﺔ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺪﻧﺎن
40) ムハンマド・ダーヒル・ブン・サリーム（Muḥammad Ḍāhir bn Salīm ）ﻣﺤﻤﺪ ﺿﺎھﺮ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻢ
41) ムハンマド・ガザール・ブン・マフムード（Muḥammad Ghazāl bn Maḥmūd ）ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰال ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد
42) ムヒーッディーン・ラーヒブ・ブン・イスマーイール（Muḥyī al-Dīn Rāhib bn Ismā‘īl ）ﻣﺤﻲ اﻟﺪﯾﻦ راھﺐ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
43) ナージー・ハムドゥーシュ・ブン・ユースフ（Nājī Ḥamdūsh bn Yūsuf ）ﻧﺎﺟﻲ ﺣﻤﯿﺪوش ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ
44) ナビール・ユースフ・ブン・ヌールッディーン（Nabīl Yūsuf bn Nūr al-Dīn ）ﻧﺒﯿﻞ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ
45) ニダール・ミカーイール・ブン・サーフィー（Niḍāl Mikā‘īl bn Ṣāfī ）ﻧﻀﺎل ﻣﻜﺎﺋﯿﻞ ﺑﻦ ﺻﺎﻓﻲ
46) ナフラ・アッバード・ビント・アフマド（Nahla ‘Abbād Bint Aḥmad ）ﻧﮭﻠﺔ ﻋﺒﺎد ﺑﻨﺖ اﺣﻤﺪ
47) ハーニー・ラマダーン・ブン・ファイサル（Hānī Ramaḍān bn Fayṣal ）ھﺎﻧﻲ رﻣﻀﺎن ﺑﻦ ﻓﯿﺼﻞ
48) ハウザーン・マフルーフ・ビント・アリー（Hawzān Makhlūf Bint ‘Alī ）ھﻮازن ﻣﺨﻠﻮف ﺑﻨﺖ ﻋﻠﻲ
49) ワジーフ・アスラーン・ブン・ムハンマド（Wajīh Aṣlān bn Muḥammad ）وﺟﯿﮫ اﺻﻼن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
50) ヤースィル・バドゥール・ブン・ムハンマド（Yāsir Badūr bn Muḥammad ）ﯾﺎﺳﺮ ﺑﺪور ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
7)

イドリブ県

第 1 部門
1)

アクラム・カービー・ブン・ムハンマド・ウマル（Kābī bn Muḥammad ‘Umar ）أﻛﺮم ﻛﺎﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ

2)

イブラーヒーム・ウバイド・ブン・アワド（Ibrāhīm al-‘Ubayd bn ‘Awaḍ ）اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻌﺒﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻮض

3)

アフマド・ハーッジ・サトゥーフ・ブン・サリーム（Aḥmad al-Ḥajj Ṣaṭūf bn Salīm ）أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺎج ﺻﻄﻮف ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻢ

4)

アフマド・バートゥース・ブン・ムハンマド・アディーブ（Aḥmad Bātūs bn Muḥammad Adīb ）أﺣﻤﺪ ﺑﺎطﻮس ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ أدﯾﺐ

5)

アフマド・ドゥワイク・ブン・アブドゥッラフマーン（Aḥmad Duwayk bn ‘Abd al-Raḥmān ）اﺣﻤﺪ دوﯾﻚ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ

6・) アディーブ・バリームー・ブン・イブラーヒーム（Adīb Barīmū bn Ibrāhīm ）أدﯾﺐ ﺑﺮﯾﻤﻮ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ
7・) バッシャール・バシール・ブン・ムハンマド（Bashshār Bashīr bn Muḥammad ）ﺑﺸﺎر ﺑﺸﯿﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
8・) ジャマール・ハッスーニー・ブン・アブドゥルカーディル（Jamāl Ḥassūnī bn ‘Abd al-Qādir ）ﺟﻤﺎل ﺣﺴﻮﻧﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر
9)

ジャマール・スライマーン・アワド・ブン・イブラーヒーム（Jamāl Sulaymān ‘Awaḍ bn Ibrāhīm ）ﺟﻤﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻋﻮض ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ

10) ジュムア・ガンドゥーラ・ブン・アブドゥルカーディル（Jum‘a Ghandūra bn ‘Abd al-Qādir ）ﺟﻤﻌﺔ ﻏﻨﺪورة ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر
11・) ジハード・ファルハート・ブン・アブドゥルマジード（Jihād al-Farḥāt bn ‘Abd al-Majīd ）ﺟﮭﺎد اﻟﻔﺮﺣﺎت ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ
12・) フサーム・トゥーム・ブン・ハーリド（Ḥusām al-Ṭūm bn Khālid ）ﺣﺴﺎم اﻟﻄﻮم ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ
13) フサイン・マルイー・ブン・ムハンナド（Ḥusayn al-Mar‘ī bn Muhannad ）ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻤﺮﻋﻲ ﺑﻦ ﻣﮭﻨﺪ
14) ハルドゥーン・ガリーブ・ブン・ムハンマド（Khaldūn Gharīb bn Muḥammad ）ﺧﻠﺪون ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
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15) ディヤーブ・ドゥーバー・ブン・サーリフ（Diyāb Dūbā bn Ṣāliḥ ）دﯾﺎب دوﺑﺎ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ
16) ラドワーン・スースィー・ブン・アフマド（Raḍwān al-Sūsī bn Aḥmad ）رﺿﻮان اﻟﺴﻮﺳﻲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ
17) リーム・ハッターブ・ビント・ムハンマド・ウマル（Rīm Khaṭṭāb Bint Muḥammad ‘Umar ）رﯾﻢ ﺧﻄﺎب ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ
18) ザイナ・バラーム・ビント・ムハンマド（Zayna al-Baram Bint Muḥammad ）زﯾﻨﺔ اﻟﺒﺮام ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ
19) サイード・ハッバーブ・ブン・アフマド（Sa‘īd Ḥabbāb bn Aḥmad ）ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺒﺎب ﺑﻦ أﺣﻤﺪ
20) サイード・カーディー・ブン・マフムード（Sa‘īd Qāḍī bn Maḥmūd ）ﺳﻌﯿﺪ ﻗﺎﺿﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد
21) ターリク・イドリース・ブン・イスマーイール（Ṭāriq Idrīs bn Ismā‘īl ）طﺎرق ادرﯾﺲ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
22) アーミル・ハイダル・ブン・ムハンマド（‘Āmir al-Ḥaydar bn Muḥammad ）ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺤﯿﺪر ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
23) アブドゥルハーリク・フサイン・ブン・アブドゥッラフマーン（‘Abd al-Khāliq al-Ḥusayn bn ‘Abd al-Raḥmān ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ
）اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
24) アブドゥルカーディル・バヤーティスィー・ブン・ムハンマド・サイード（‘Abd al-Qādir Bayāsīṭī bn Muḥammad Sa‘īd
）ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺑﯿﺎطﺴﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ
25) アブドゥルカーディル・ハーッジ・ハミース・ブン・アブドゥルカリーム（‘Abd al-Qādir Ḥājj Khamīs bn ‘Abd al-Karīm
）ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺣﺎج ﺧﻤﯿﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ
26) アブドゥルマジード・ラシュワーニー・ブン・アブドゥルバーキー（‘Abd al-Majīd Rashwānī bn ‘Abd al-Bāqī ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ
）رﺷﻮاﻧﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻲ
27) アビール・ワルド・ビント・ガザール（‘Abīr al-Ward Bint Ghazāl ）ﻋﺒﯿﺮ اﻟﻮرد ﺑﻨﺖ ﻏﺰال
28) アドナーン・ムハンマド・ブン・シハーダ（‘Adnān al-Muḥammad bn Shiḥāda ）ﻋﺪﻧﺎن اﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺤﺎدة
29) アリー・マアッラーウィー・ブン・カースィム（‘Alī al-Ma‘arrāwī bn Qāsim ）ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻌﺮاوي ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ
30) アンマール・ワディール・ブン・アフマド（‘Ammār Faḍīl bn Aḥmad ）ﻋﻤﺎر ﻓﻀﯿﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ
31) ファーディヤー・サラーキビー・ビント・アブドゥルカーディル（Fādiyā Sarāqibī Bint ‘Abd al-Qādir ）ﻓﺎدﯾﺎ ﺳﺮاﻗﺒﻲ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر
32・) ファーリス・アリー・ブン・ムフリス（Fāris al-‘Alī bn Mukhliṣ ）ﻓﺎرس اﻟﻌﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺨﻠﺺ
33) ファーディル・ザンカルー・ブン・アミーン（Fāḍil Zankalū bn Amīn ）ﻓﺎﺿﻞ زﻧﻜﻠﻮ ﺑﻦ أﻣﯿﻦ
34) ファイサル・ハリール・ブン・ムハンマド（Fayṣal Khalīl bn Muḥammad ）ﻓﯿﺼﻞ ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
35) リーナー・ムハンマド・サイード・ビント・アブドゥッラティーフ（Līnā Muḥammad Sa‘īd Bint ‘Abd al-Laṭīf ﻟﯿﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ
）ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ
36) マージド・タートゥー・ブン・ムハンマド（Mājid Ṭāṭūbn Muḥammad ）ﻣﺎﺟﺪ طﺎطﻮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
37) マハースィン・ハンムード・ビント・ラーシド（Maḥāsin al-Ḥammūd Bint Rāshid ）ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺤﻤﻮد ﺑﻨﺖ راﺷﺪ
38) ムハンマド・フサイン・ブン・シハーダ（Muḥammad al-Ḥusayn bn Shiḥāda ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺷﺤﺎدة
39) ムハンマド・ユースフ・ブン・ジャースィム（Muḥammad al-Yūsuf bn Jāsim ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﯿﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺟﺎﺳﻢ
40) ムハンマド・ハムシャドゥー・ブン・カマール（Muḥammad Ḥamshadū bn Kamāl ）ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺸﺪو ﺑﻦ ﻛﻤﺎل
41) ムハンマド・サミール・ジスリー・ブン・アフマド（Muḥammad Samīr Jisrī bn Aḥmad ）ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻤﯿﺮ ﺟﺴﺮي ﺑﻦ أﺣﻤﺪ
42) ムハンマド・シャーヒーン・ブン・アブドゥッサラーム（Muḥammad Shāhīn bn ‘Abd al-Salām ）ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎھﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم
43) ムハンマド・サトゥーフ・ブン・アフマド（Muḥammad Ṣaṭūf bn Aḥmad ）ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻄﻮف ﺑﻦ أﺣﻤﺪ
44) ムハンマド・アリー・バカーヤ・ブン・アフマド（Muḥammad ‘Alī Bakāya bn Aḥmad ）ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻜﺎﯾﺔ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ
45) ムハンマド・アルヤーン・ブン・イドリース（Muḥammad ‘Alyān bn Idrīs ）ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯿﺎن ﺑﻦ إدرﯾﺲ
46) ムハンマド・マルーヒー・ブン・アドナーン（Muḥammad Malūḥī bn ‘Adnān ）ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﻮﺣﻲ ﺑﻦ ﻋﺪﻧﺎن
47) ムヒーッディーン・ダーダ・ブン・ムハンマド（Muḥyī al-Dīn Dāda bn Muḥammad ）ﻣﺤﻲ اﻟﺪﯾﻦ داده ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
48) ムディーン・フサイン・ブン・アクル（Mudīn al-Ḥusayn bn ‘Akl ）ﻣﺪﯾﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻜﻞ
49) ムアッド・バラーニー・ブン・ムハンマド・ワリード（Mu‘add Balānī bn Muḥammad Walīd ）ﻣﻌﺪ ﺑﻼﻧﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ وﻟﯿﺪ
50) マナール・シャーウィー・ビント・ムスタファー（Manāl Shāwī Bint Muṣṭafā ）ﻣﻨﺎل ﺷﺎوي ﺑﻨﺖ ﻣﺼﻄﻔﻰ
51) ナーディル・アブー・アフマド・ブン・サリーム（Nādir Abū Aḥmad bn Salīm ）ﻧﺎدر أﺑﻮ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻢ
52) ニダール・サルーフ・ブン・アリー（Niḍāl Ṣalūḥ bn ‘Alī ）ﻧﻀﺎل ﺻﻠﻮح ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
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53) ヌーラーン・アミーリー・ビント・アフマド（Nūrān ‘Amīrī Bint Aḥmad ）ﻧﻮران ﻋﻤﯿﺮي ﺑﻨﺖ أﺣﻤﺪ
54) ハイサム・マルティーニー・ブン・フサイン（Haytham Martīnī bn Ḥusayn ）ھﯿﺜﻢ ﻣﺮﺗﯿﻨﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ
55) ワリード・ガヌーム・ブン・アーリフ（Walīd Ghanūm bn ‘Ārif ）وﻟﯿﺪ ﻏﻨﻮم ﺑﻦ ﻋﺎرف
56) ユースフ・ハラフ・ブン・マフムード（Yūsuf al-Khalaf bn Maḥmūd ）ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺨﻠﻒ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد
第 2 部門
1)

イブラーヒーム・ビータール・ブン・アブドゥルカーディル（Ibrāhīm Bīṭār bn ‘Abd al-Qādir ）إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﯿﻄﺎر ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر

2)

イブラーヒーム・シャーヒーン・ブン・ムスタファー（Ibrāhīm Shāhīn bn Muṣṭafā ）اﺑﺮاھﯿﻢ ﺷﺎھﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ

3)

アフマド・イスマーイール・ブン・ムハンマド（Aḥmad Ismā‘īl bn Muḥammad ）أﺣﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

4)

アフマド・ブーサ・ジー・ブン・ムハンマド（Aḥmad Būṣa-Jī bn Muḥammad ）أﺣﻤﺪ ﺑﻮﺻﺔ ﺟﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

5)

アフマド・カラービージュ・ブン・ハサン（Aḥmad Karābīj bn Ḥasan ）أﺣﻤﺪ ﻛﺮاﺑﯿﺞ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ

6)

アフマド・ムニール・ハラビーヤ・ブン・ムハンマド・ターヒル（Aḥmad Munīr Ḥalabīya bn Muḥammad Ṭāhir أﺣﻤﺪ ﻣﻨﯿﺮ
）ﺣﻠﺒﯿﺔ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ طﺎھﺮ

7)

バースィル・カルナブート・ブン・ユースフ（Bāsil Qarnabūt bn Yūsuf ）ﺑﺎﺳﻞ ﻗﺮﻧﺒﻮب ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ

8)

スナー・サーリフ・ビント・アスアド（Thunā al-Ṣāliḥ Bint As‘ad ）ﺛﻨﺎء اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺖ أﺳﻌﺪ

9)

ハッサーン・マジュルーバ・ブン・マルイー（Ḥassān Majlūba bn Mar‘ī ）ﺣﺴﺎن ﻣﺠﻠﻮﺑﺔ ﺑﻦ ﻣﺮﻋﻲ

10) ハッサーン・ハラール・ブン・アフマド・ハサン（Ḥassān al-Halāl bn Aḥmad al-Ḥasan ）ﺣﺴﺎن اﻟﮭﻼل ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺴﻦ
11) ハサン・ハッサーニー・ブン・ムルヒジュ（Ḥasan al-Ḥassānī bn Murhij ）ﺣﺴﻦ اﻟﺤﺴﺎﻧﻲ ﺑﻦ ﻣﺮھﺞ
12) ハーリド・シハーダ・ブン・アブドゥッラー（Khālid al-Shiḥāda bn ‘Abd Allāh ）ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺸﺤﺎدة ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ
13) ラシャー・イスティーフヤーン・ビント・ハリール（Rashā Istīfyān Bint Khalīl ）رﺷﺎ اﺳﺘﯿﻔﯿﺎن ﺑﻨﺖ ﺧﻠﯿﻞ
14) シャウカ・ハヌース・ビント・ハンムード（Shawka al-Khanūs Bint Ḥammūd ）ﺷﻮﻛﺔ اﻟﺨﻨﻮس ﺑﻨﺖ ﺣﻤﻮد
15) サーミド・サラーマ・ブン・ムスタファー（Ṣāmid Salāma bn Muṣṭafā ）ﺻﺎﻣﺪ ﺳﻼﻣﺔ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ
16) ターリブ・ターリブ・ブン・ムスタファー（Ṭālib Ṭālib bn Muṣṭafā ）طﺎﻟﺐ طﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ
17) アブドゥルハミード・ユースフ・ブン・カッドゥール（‘Abd al-Ḥamīd al-Yūsuf bn Qaddūr ）ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ اﻟﯿﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻗﺪور
18) アブドゥルハミード・ハーッジ・ヤースィーン・ブン・ヤースィーン（‘Abd al-Ḥamīd Ḥājj Yāsīn bn Yāsīn ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺣﺎج
）ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺑﻦ ﯾﺎﺳﯿﻦ
19) アブドゥルハミード・ダギーヌー・ブン・アブドゥッサラーム（‘Abd al-Ḥamīd Daghībū bn ‘Abd al-Salām ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ دﻏﯿﻨﻮ ﺑﻦ
）ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم
20) アブドゥルハーリク・バラカート・ブン・フサイン（‘Abd al-Khāliq Barakāt bn Ḥusayn ）ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ ﺑﺮﻛﺎت ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ
21) アブドゥルカリーム・アルヌース・ブン・アリー（‘Abd al-Karīm ‘Arnūs bn ‘Alī ）ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻋﺮﻧﻮس ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
22) アブドゥッラティーフ・ラズーク・ブン・アブドゥッラッザーク（‘Abd al-Laṭīf Razūq bn ‘Abd al-Razzāq ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ رزوق ﺑﻦ
）ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق
23) アブドゥルムンイム・カシュトゥー・ブン・ウマル（‘Abd al-Mun‘im Kashtū bn ‘Umar ）ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﻌﻢ ﻛﺸﺘﻮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
24) アブドゥンナースィル・ムバーラク・ブン・ムスタファー（‘Abd al-Nāṣir Mubārak bn Muṣṭafā ）ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﻣﺒﺎرك ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ
25) アビール・ウマル・ビント・アリー（‘Abīr al-‘Umar Bint ‘Alī ）ﻋﺒﯿﺮ اﻟﻌﻤﺮ ﺑﻨﺖ ﻋﻠﻲ
26) アッザーム・ユースフ・ブン・シャリーフ（‘Azzām al-Yūsuf bn Sharīf ）ﻋﺰام اﻟﯿﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺷﺮﯾﻒ
27) ファーヒル・カルビー・ブン・ムハンマド・ディーブ（Fākhir Qarī bn Muḥammad Dīb ）ﻓﺎﺧﺮ ﻗﺮﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ دﯾﺐ
28) ファーティマ・リーム・ナッス・ビント・ラシャード（Fāṭima Rīm al-Naṣṣ Bint Rashād ）ﻓﺎطﻤﺔ رﯾﻢ اﻟﻨﺺ ﺑﻨﺖ رﺷﺎد
29) ファウワーズ・フサイン・ブン・ハサン（Fawwāz al-Ḥusayn bn Ḥasan ）ﻓﻮاز اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
30) ファウワーズ・ファーリス・ブン・シャッラーシュ（Fawwāz al-Fāris bn Shallāsh ）ﻓﻮاز اﻟﻔﺎرس ﺑﻦ ﺷﻼش
31) カッサール・ナジュム・ブン・ヌールッディーン（Kassār Najm bn Nūr al-Dīn ）ﻛﺴﺎر ﻧﺠﻢ ﺑﻦ ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ
32) ムハンマド・ジャースィム・ブン・ジュムア（Muḥammad al-Jāsim bn Jum‘a ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺟﻤﻌﺔ
33) ムハンマド・ハッジー・ブン・ウマル（Muḥammad al-Ḥajjī bn ‘Umar ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺠﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
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34) ムハンマド・アブドゥッラー・ブン・スブヒー（Muḥammad al-‘Abd Allāh bn Ṣubḥī ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺻﺒﺤﻲ
35) ムハンマド・ファーディー・サアドゥーン・ブン・アブドゥッラフマーン（Muḥammad Fādī Sa‘dūn bn ‘Abd al-Raḥmān
）ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎدي ﺳﻌﺪون ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
36) ムハンマド・クーズ・ブン・アフマド（Muḥammad Kūz bn Aḥmad ）ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻮز ﺑﻦ أﺣﻤﺪ
37) ムハンマド・ラービド・ブン・アリー（Muḥammad Lābid bn ‘Alī ）ﻣﺤﻤﺪ ﻻﺑﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
38) ムハンマド・ナージー・イード・ブン・サーディク（Muḥammad Nājī ‘Īd bn Ṣādiq ）ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻋﯿﺪ ﺑﻦ ﺻﺎدق
39) ムハンナド・ナスラ・ブン・アフマド・ルトフィー（Muhannad Naṣra bn Aḥmad Luṭfī ）ﻣﮭﻨﺪ ﻧﺼﺮة ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﻟﻄﻔﻲ
40) ナジュダート・ガンナーム・ブン・ムハンマド・アミーン（Najdāt Ghannām bn Muḥammad Amīn ）ﻧﺠﺪات ﻏﻨﺎم ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ أﻣﯿﻦ
41) ナウワーフ・ハムダーン・ブン・フサイン（Nawwāf al-Ḥamdān bn Ḥusayn ）ﻧﻮاف اﻟﺤﻤﺪان ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ
42) ナウワーフ・アッブード・ブン・カッドゥール（Nawwāf al-‘Abbūd bn Qaddūr ）ﻧﻮاف اﻟﻌﺒﻮد ﺑﻦ ﻗﺪور
43) ハイサム・アッバース・ブン・アスアド（Haytham ‘Abbās bn As‘ad ）ھﯿﺜﻢ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ أﺳﻌﺪ
44) ワーイル・ハッターブ・ブン・ムハンマド・トゥルキー（Wā‘il Khaṭṭāb bn Muḥammad Turkī ）واﺋﻞ ﺧﻄﺎب ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮﻛﻲ
8)

ハサカ県

第 1 部門
1)

イブラーヒーム・ハッスーン・ブン・ハリール（Ibrāhīm al-Ḥassūn bn Khalīl ）اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺤﺴﻮن ﺑﻦ ﺧﻠﯿﻞ

2)

アフマド・イブラーヒーム・ブン・フドル（Aḥmad al-Ibrāhīm bn Khuḍr ）اﺣﻤﺪ اﻻﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﺧﻀﺮ

3)

アフマド・フドル・ブン・サーリム（Aḥmad al-Khuḍr bn Sālim ）أﺣﻤﺪ اﻟﺨﻀﺮ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ

4)

アフマド・フドル・ブン・シャイフムース（Aḥmad Khuḍr bn Shayhkmūs ）أﺣﻤﺪ ﺧﻀﺮ ﺑﻦ ﺷﯿﺨﻤﻮس

5)

アフマド・アッバース・ブン・ジュムア（Aḥmad ‘Abbās bn Jum‘a ）أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﺟﻤﻌﮫ

6)

イスマーイール・マジュダル・ブン・イブラーヒーム（Ismā‘īl al-Majdal bn Ibrāhīm ）اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﻤﺠﺪل ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ

7)

イスマーイール・マタル・ブン・アウワード（Ismā‘īl al-Maṭar bn ‘Awwād ）اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﻤﻄﺮ ﺑﻦ ﻋﻮاد

8)

アクラム・ダイリー・ブン・アブドゥッラー（Akram al-Dayrī bn ‘Abd Allāh ）اﻛﺮم اﻟﺪﯾﺮي ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ

9)

アマル・ハディール・ビント・アリー（Amal Khaḍīr Bint ‘Alī ）اﻣﻞ ﺧﻀﯿﺮ ﺑﻨﺖ ﻋﻠﻲ

10) アイマン・ジャルズィー・ブン・ムハンマド（Ayman al-Jardhī bn Muḥammad ）اﯾﻤﻦ اﻟﺠﺮذي ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
11) タウフィーク・アリー・ブン・ムハンマド（Tawfīq al-‘Alī bn Muḥammad ）ﺗﺎﻓﯿﻖ اﻟﻌﻠﻲ ﺑﻦ ﺗﺤﻤﺪ
12) トゥルキー・ハイルー・ブン・ムハンマド（Turkī al-Khayrū bn Muḥammad ）ﺗﺮﻛﻲ اﻟﺨﯿﺮو ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
13) ジャラー・ファルハーン・ブン・アフマド（Jalā’ al-Farḥān bn Aḥmad ）ﺟﻼء اﻟﻔﺮﺣﺎن ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
14) ジャマール・ハールーフ・ブン・イブラーヒーム（Jamāl al-Khārūf bn Ibrāhīm ）ﺟﻤﺎل اﻟﺨﺎروف ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ
15) ジハーン・ダーウード・ビント・ファルハーン（Jihān Dāwūd Bint Farḥān ）ﺟﮭﺎن داوود ﺑﻨﺖ ﻓﺮﺣﺎن
16) ハサン・シャムフード・ブン・ザイン（Ḥasan al-Shahmūd bn Zayn ）ﺣﺴﻦ اﻟﺸﻤﮭﻮد ﺑﻦ زﯾﻦ
17) ハサン・フサイン・ブン・ハリーファ（Ḥasan Ḥusayn bn Khalīfa ）ﺣﺴﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺧﻠﯿﻔﮫ
18) フサイン・サッターム・ブン・アリー（Ḥusayn al-Saṭṭām bn ‘Alī ）ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺴﻄﺎم ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
19) フサイン・ハリール・ブン・フムスィン（Ḥusayn al-Halīl bn Muḥsin ）ﺣﺴﯿﻦ اﻟﮭﻠﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﺤﺴﻦ
20) ハーリド・フサイン・ハマーダ・ブン・ハンムード（Khālid al-Ḥusayn al-Ḥamāda bn Ḥammūd ）ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺤﺴﯿﻦ اﻟﺤﻤﺎدة ﺑﻦ ﺣﻤﻮد
21) ハーリド・ハリーフ・ブン・フサイン（Khālid al-Khalīf bn Ḥusayn ）ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺨﻠﯿﻒ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ
22) ハーリド・マルイー・ブン・ムハンマド（Khālid Mar‘ī bn Muḥammad ）ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺮﻋﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
23) ハスルー・ハーッジー・ブン・ヤフヤー（Khaṣrū Ḥājjī bn Yaḥyā ）ﺧﺼﺮو ﺣﺎﺟﻲ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﻰ
24) フドル・アスユード・ブン・ハムドゥーシュ（Khuḍr al-Asyūd bn Ḥamdūsh ）ﺧﻀﺮ اﻻﺳﯿﻮد ﺑﻦ ﺣﻤﺪوش
25) フドル・サッルーム・ブン・ハミーディー（Khuḍr Sallūm bn Ḥamīdī ）ﺧﻀﺮ ﺳﻠﻮم ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪي
26) サッターム・マフムード・ブン・ハリール（Saṭṭām Maḥmūd bn Khalīl ）ﺳﻄﺎم ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﺧﻠﯿﻞ
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27) サトム・フワイディー・ブン・アブドゥッラー（Saṭm al-Huwaydī bn ‘Abd Allāh ）ﺳﻄﻢ اﻟﮭﻮﯾﺪي ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ
28) スウード・アトウ・ブン・ハムザ（Su‘ūd al-‘Aṭwbn Ḥamza ）ﺳﻌﻮد اﻟﻌﻄﻮ ﺑﻦ ﺣﻤﺰه
29) スィワール・ガーニム・ブン・ムハンマド（Siwār Ghānim bn Muḥammad ）ﺳﻮار ﻏﺎﻧﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
30) サーリフ・スライマーン・ブン・ムスタファー（Ṣāliḥ al-Sulaymān bn Muṣṭafā ）ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺴﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ
31) サーリフ・ハミードゥー・ブン・フサイン（Ṣāliḥ Ḥamīdū bn Ḥusayn ）ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻤﯿﺪو ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ
32) ターハー・イーダーン・ブン・ムハンマド（Ṭāhā al-’Īdān bn Muḥammad ）طﮫ اﻟﻌﯿﺪان ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
33) アースィム・アブドゥッラー・ブン・イッズッディーン（‘Āṣim al-‘Abd Allāh bn ‘ Izz al-Dīn ）ﻋﺎﺻﻢ اﻟﻌﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺰ اﻟﺪﯾﻦ
34) アブドゥルハミード・ハサン・ブン・サーリフ（‘Abd al-Ḥamīd al-Ḥasan bn Ṣāliḥ ）ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ
35) アブドゥッラー・アッファーリー・ブン・ウバイド（‘Abd Allāh al-‘Affārī bn ‘Ubayd ）ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﻔﺎري ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ
36) アブドゥッラー・ムサッラト・ブン・アルスラーン（‘Abd Allāh Musallaṭ bn Arslān ）ﻋﺒﺪﷲ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻦ ارﺳﻼن
37) アドナーン・ハッラージュ・ブン・アブド（‘Adnān al-Ḥallāj bn ‘Abd ）ﻋﺪﻧﺎن اﻟﺤﻼج ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
38) アッズー・アリー・ブン・ハーミド（‘Azzū al-‘Alī bn Ḥāmid ）ﻋﺰو اﻟﻌﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺎﻣﺪ
39) アズィーズ・ムハイミド・ブン・ハディール（‘Azīz al-Muḥaymid bn Khaḍīr ）ﻋﺰﯾﺰ اﻟﻤﺤﯿﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻀﯿﺮ
40) アリー・ハーリド・ブン・アフマド（‘Alī al-Khālid bn Aḥmad ）ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
41) アリー・アリー・ブン・ムハンマド（‘Alī al-‘Alī bn Muḥammad ）ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
42) アンマール・アフマド・ブン・アブド（‘Ammār al-Aḥmad bn ‘Abd ）ﻋﻤﺎر اﻻﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
43) ガーダ・ムーサー・ビント・フサイン（Ghāda Mūsā Bint Ḥusayn ）ﻏﺎدة ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻨﺖ ﺣﺴﯿﻦ
44) ファイヤード・ワッズー・ブン・ムハンマド（Fayyāḍ Wazzū bn Muḥammad ）ﻓﯿﺎض وزو ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
45) カブラーイル・クーリヤ・ブン・ムーサー（Kabrā‘il Kūrīya bn Mūsā ）ﻛﺒﺮﺋﯿﻞ ﻛﻮرﯾﺔ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ
46) マアムーン・イリヤース・ブン・アリー（Ma’mūn Iliyās bn ‘Alī ）ﻣﺄﻣﻮن اﻟﯿﺎس ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
47) ムハンマド・バッティー・ブン・ワーディー（Muḥammad al-Baṭṭī bn Wādī ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻄﻲ ﺑﻦ وادي
48) ムハンマド・アリー・ブン・カーイン（Muḥammad al-‘Alī bn Kāyin ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻠﻲ ﺑﻦ ﻛﺎﯾﻦ
49) ムハンマド・フムスィン・ブン・マウリド（Muḥammad al-Muḥsin bn Mawlid ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﻮﻟﺪ
50) ムハンマド・バットゥー・ブン・サーリフ（Muḥammad Baṭṭū bn Ṣāliḥ ）ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻄﻮ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ
51) ムハンマド・ハスナーウィー・ジャドゥーウ・ブン・ハスナーウィー（Muḥammad Ḥasnāwī al-Jadū‘ bn Ḥasnāwī ﻣﺤﻤﺪ
）ﺣﺴﻨﺎوي اﻟﺠﺪوع ﺑﻦ ﺣﺴﻨﺎوي
52) ムハンマド・フサイン・ラフダーン・ブン・ハリール（Muḥammad Ḥusayn Rafdān bn Khalīl ）ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ رﻓﺪان ﺑﻦ ﺧﻠﯿﻞ
53) ムハンマド・サイード・シャイフ・イブラーヒーム・ブン・サーリフ（Muḥammad Sa‘īd al-Shayhk Ibrāhīm bn Ṣāliḥ ﻣﺤﻤﺪ
）ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺸﯿﺦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ
54) ムハンマド・アリー・ブン・スライマーン（Muḥammad ‘Alī bn Sulaymān ）ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن
55) ムハンマド・ウワイド・ブン・ジュムア（Muḥammad ‘Uwaid bn Jum‘a ）ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮﯾﺪ ﺑﻦ ﺟﻤﻌﮫ
56) マフムード・ウバイド・ブン・イブラーヒーム（Maḥmūd al-‘Ubayd bn Ibrāhīm ）ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻌﺒﯿﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ
57) マフムード・アブドゥッラー・ブン・ムハンマド・アミーン（Maḥmūd ‘Abd Allāh bn Muḥammad Amīn ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
）اﻣﯿﻦ
58) ナッバハーン・サフーク・ブン・アフマド（Nabbahān Ṣafūk bn Aḥmad ）ﻧﺒﮭﺎن ﺻﻔﻮك ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
59) ナウワーフ・ハスナーウィー・ブン・アッバース（Nawwāf al-Ḥasnāwī bn ‘Abbās ）ﻧﻮاف اﻟﺤﺴﻨﺎوي ﺑﻦ ﻋﺒﺎس
60) ワタニーヤ・クライシュ・ビント・ユースフ（Waṭanīya al-Kuraysh Bint Yūsuf ）وطﻨﯿﺔ اﻟﻜﺮﯾﺶ ﺑﻨﺖ ﯾﻮﺳﻒ
第 2 部門
1)

イブラーヒーム・イブラーヒーム・ブン・ハンムード（Ibrāhīm Ibrāhīm bn Ḥammūd ）اﺑﺮاھﯿﻢ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﻮد

2)

イブラーヒーム・ザーヒル・ブン・アブドゥルアズィーズ（Ibrāhīm al-Ẓāhir bn ‘Abd al-‘Azīz ）اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻈﺎھﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ

3)

アフマド・サイード・ブン・ウワイド（Aḥmad al-Sa‘īd bn ‘Uwayd ）أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻮﯾﺪ

4)

アフマド・イーサー・ブン・フサイン（Aḥmad al-’Īsā bn Ḥusayn ）أﺣﻤﺪ اﻟﻌﯿﺴﻰ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ
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5)

アフマド・バフリー・ブン・イブラーヒーム（Aḥmad Baḥrī bn Ibrāhīm ）أﺣﻤﺪ ﺑﺤﺮي ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ

6)

アフマド・フサイン・バラーク・ブン・サフン（Aḥmad Ḥusayn al-Barāk bn Ṣaḥn ）أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺒﺮاك ﺑﻦ ﺻﺤﻦ

7)

イスマーイール・ハンムード・ブン・ムハンマド（Ismā‘īl Ḥammūd bn Muḥammad ）اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺣﻤﻮد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

8)

サーミル・ターイー・ブン・アブドゥッラッザーク（Thāmir al-Ṭā’ī bn ‘Abd al-Razzāq ）ﺛﺎﻣﺮ اﻟﻄﺎﺋﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق

9)

ジュムア・ハルダーン・ブン・アッバース（Jum‘a al-Ḥardān bn ‘Abbās ）ﺟﻤﻌﮫ اﻟﺤﺮدان ﺑﻦ ﻋﺒﺎس
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10) ハッスーン・ウライウィー・ブン・シャーミフ（Ḥassūn al-‘Alaywī bn Shāmikh ）ﺣﺴﻮن اﻟﻌﻠﯿﻮي ﺑﻦ ﺷﺎﻣﺦ
11) ハスィーブ・ムハンマド・ブン・ムハンマド・ズィヤーブ（Ḥasīb al-Muḥammad bn Muḥammad Dhiyāb ﺣﺴﯿﺐ اﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ
）ﻣﺤﻤﺪ ذﯾﺎب
12) フサイン・ザーヒル・ムルヒム・ブン・ジャワード（Ḥusayn al-Ẓāhir al-Mulḥim bn Jawād ）ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻈﺎھﺮ اﻟﻤﻠﺤﻢ ﺑﻦ ﺟﻮاد
13) フサイン・アフィーン・ブン・アッラーウィー（Ḥusayn al-‘Afīn bn ‘Allāwī ）ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻌﻔﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻼوي
14) ディーマー・ユースフ・ビント・アブドゥルマスィーフ（Dīmā Yūsuf Bint ‘Abd al-Masīḥ ）دﯾﻤﺎ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺴﯿﺢ
15) ズィヤード・アブドゥッラフマーン・ブン・ファルハーン（Ziyād ‘Abd al-Raḥmān bn Farḥān ）زﯾﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻓﺮﺣﺎن
16) サーミヤ・アリー・ビント・イブラーヒーム（Sāmiya al-‘Alī Bint Ibrāhīm ）ﺳﺎﻣﯿﺔ اﻟﻌﻠﻲ ﺑﻨﺖ اﺑﺮاھﯿﻢ
17) サイード・バッルー・ブン・ジルジス（Sa‘īd Barrū bn Jirjis ）ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺮو ﺑﻦ ﺟﺮﺟﺲ
18) アブドゥルバーリー・アブドゥッラフマーン・ブン・ムハンマド（‘Abd al-Bārī‘Abd al-Raḥmān bn Muḥammad ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎري
）ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
19) アブドゥッサーリフ・ブン・サーリム（‘Abd al-Ṣāliḥ bn Sālim ）ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ
20) アブドゥッスワイリフ・ブン・サラーイ（‘Abd al-Ṣuwayliḥ bn Sarāy ）ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻮﯾﻠﺢ ﺑﻦ ﺳﺮاي
21) アブドゥルアズィーズ・ハサン・ブン・フサイン（‘Abd al-‘Azīz al-Ḥasan bn Ḥusayn ）ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ
22) アブドゥルカーディル・ウースカーン・ブン・ハサン（‘Abd al-Qādir al-Ūskān bn Ḥasan ）ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻻوﺳﻜﺎن ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
23) アブドゥルムンイム・ハミード・ブン・ハリール（‘Abd al-Mun‘im al-Ḥamīd bn Halīl ）ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﻌﻢ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻦ ھﻠﯿﻞ
24) アドナーン・ザーヒル・ブン・アフマド（‘Adnān al-Ẓāhir bn Aḥmad ）ﻋﺪﻧﺎن اﻟﻈﺎھﺮ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
25) アドナーン・ウバイド・ブン・フサイン（‘Adnān al-‘Ubayd bn Ḥusayn ）ﻋﺪﻧﺎن اﻟﻌﺒﯿﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ
26) イード・フサイン・ブン・イブラーヒーム（‘Īd al-Ḥusayn bn Ibrāhīm ）ﻋﯿﺪ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ
27) イード・タッラーフ・ブン・ハンムード（‘Īd al-Ṭarrāf bn Ḥammūd ）ﻋﯿﺪ اﻟﻄﺮاف ﺑﻦ ﺣﻤﻮد
28) イーサー・アリー・ブン・ムーサー（‘Īsā al-‘Alī bn Mūsā ）ﻋﯿﺴﻰ اﻟﻌﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ
29) ファウワーズ・ディブス・ブン・アフマド（Fawwāz Dibs bn Aḥmad ）ﻓﻮاز دﺑﺲ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
30) ファイサル・イーサー・ブン・ハフル（Fayṣal al-’Īsā bn Hafl ）ﻓﯿﺼﻞ اﻟﻌﯿﺴﻰ ﺑﻦ ھﻔﻞ
31) カルマー・ヒワール・ブン・アーイド（Kalmā al-Ḥiwār bn ‘Āyid ）ﻛﻠﻤﺎ اﻟﺤﻮار ﺑﻦ ﻋﺎﯾﺪ
32) ムハンマド・サラーマ・ブン・ハミード（Muḥammad al-Salāma bn Ḥamīd ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻼﻣﮫ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ
33) ムハンマド・カリース・ブン・ムスリフ（Muḥammad al-Karīṣ bn Muṣliḥ ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﺮﯾﺺ ﺑﻦ ﻣﺼﻠﺢ
34) ムハンマド・ナーフィウ・アドナーン・サブリー・ブン・ターヒル（Muḥammad Nāfi‘‘Adnān Ṣabrī bn Ṭāhir ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﻓﻊ ﻋﺪﻧﺎن
）ﺻﺒﺮي ﺑﻦ طﺎھﺮ
35) マフムード・ナッジャーリー・ブン・アブドゥー（Maḥmūd al-Najjārī bn ‘Abdū ）ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻨﺠﺎري ﺑﻦ ﻋﺒﺪو
36) マルワーン・ハリール・ブン・ハッブー（Marwān Khalīl bn Ḥabbū ）ﻣﺮوان ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻦ ﺣﺒﻮ
37) ムーサー・マフムード・ファッシャーク・ブン・アフマド（Mūsā al-Maḥmūd al-Fashshāk bn Aḥmad ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻤﺤﻤﻮد اﻟﻔﺸﺎك ﺑﻦ
）اﺣﻤﺪ
38) ニブラース・ラフドゥー・ブン・ヤアクーブ（Nibrās Laḥdū bn Ya‘qūb ）ﻧﺒﺮاس ﻟﺤﺪو ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب
39) ナビーフ・トゥーシャーン・ブン・シャムウーン（Nabīh Ṭūshān bn Sham‘ūn ）ﻧﺒﯿﮫ طﻮﺷﺎن ﺑﻦ ﺷﻤﻌﻮن
40) ユースフ・サッラージュ・ブン・イブラーヒーム（Yūsuf Thallāj bn Ibrāhīm ）ﯾﻮﺳﻒ ﺛﻼج ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ
9)

ダイル・ザウル県

シリア地方選挙結果（2018 年）：県議会・県庁所在市議会当選者一覧(CMEPS-J Report No. 43)

23

第 1 部門
1)

イブラーヒーム・ナクシュバンディー・ブン・ムハンマド（Ibrāhīm al-Naqshbandī bn Muḥammad ）اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻨﻘﺸﺒﻨﺪي ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

2)

アフマド・ダンダル・ブン・ガンナーム（Aḥmad al-Dandal bn Ghannām ）أﺣﻤﺪ اﻟﺪﻧﺪل ﺑﻦ ﻏﻨﺎم

3)

アスアド・トゥーカーン・ブン・ヤズィード（As‘ad al-Ṭūkān bn Yazīd ）أﺳﻌﺪ اﻟﻄﻮﻛﺎن ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ

4)

イスマーイール・アフマド・ブン・アウワード（Ismā‘īl al-Aḥmad bn ‘Awwād ）اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻷﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻮاد

5)

アクラム・ジューリー・ブン・ムハンマド・ラシード（Akram al-Jūrī bn Muḥammad Rashīd ）أﻛﺮم اﻟﺠﻮري ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ رﺷﯿﺪ

6)

バースィル・タルク・ブン・アリー（Bāsil al-Ṭalk bn ‘Alī ）ﺑﺎﺳﻞ اﻟﻄﻠﻚ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ

7)

ジャドアーン・サーリフ・ブン・ハマド（Jad‘ān al-Ṣāliḥ bn Ḥamad ）ﺟﺪﻋﺎن اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ

8)

ジャマール・ザッリー・ブン・ハーミド（Jamāl al-Ẓallī bn Ḥāmid ）ﺟﻤﺎل اﻟﻈﻠﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺎﻣﺪ

9)

ジュムア・ムハンマド・ブン・フナード（Jum‘a al-Muḥammad bn Hunād ）ﺟﻤﻌﮫ اﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ھﻨﺎد

10) ハーティム・スライマーン・ブン・アンマーシュ（Ḥātim al-Sulaymān bn ‘Ammāsh ）ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺴﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻤﺎش
11) ハムダーン・ファッラーフ・ブン・アフマド（Ḥamdān al-Fallāḥ bn Aḥmad ）ﺣﻤﺪان اﻟﻔﻼح ﺑﻦ أﺣﻤﺪ
12) ハラフ・アリー・ブン・ラマダーン（Khalaf al-‘Alī bn Ramaḍān ）ﺧﻠﻒ اﻟﻌﻠﻲ ﺑﻦ رﻣﻀﺎن
13) ダッハーム・スウード・ブン・アブド（Daḥḥām al-Su‘ūd bn ‘Abd ）دﺣﺎم اﻟﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
14) ドゥルズィー・アティーヤ・ブン・ハサン（Durzī ‘Aṭīya bn Ḥasan ）درزي ﻋﻄﯿﮫ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
15) ズィーブ・イブラーヒーム・ブン・ダッリー（Dhīb al-Ibrāhīm bn Dallī ）ذﯾﺐ اﻹﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ دﻟﻲ
16) ラビーウ・ウルフィー・ブン・ハーリド（Rabī‘ al-‘Urfī bn Khālid ）رﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﻓﻲ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ
17) ラグダー・ハッラーバ・ビント・ハラフ（Raghdā’ al-Kharrāba Bint Khalaf ）رﻏﺪاء اﻟﺨﺮاﺑﮫ ﺑﻨﺖ ﺧﻠﻒ
18) サミール・ウライウィー・ブン・ターハー・ハサン（Samīr al-‘Alaywī bn Ṭāhā al-Ḥasan ）ﺳﻤﯿﺮ اﻟﻌﻠﯿﻮي ﺑﻦ طﮫ اﻟﺤﺴﻦ
19) スィハーム・ハーティル・ビント・マルワーン（Sihām al-Khāṭir Bint Marwān ）ﺳﮭﺎم اﻟﺨﺎطﺮ ﺑﻨﺖ ﻣﺮوان
20) スーマル・ザーヒル・ブン・ファイサル（Sūmar al-Ẓāhir bn Fayṣal ）ﺳﻮﻣﺮ اﻟﻈﺎھﺮ ﺑﻦ ﻓﯿﺼﻞ
21) シャッラーシュ・アイファーン・ブン・ファウワーズ（Shallāsh al-‘Ayfān bn Fawwāz ）ﺷﻼش اﻟﻌﯿﻔﺎن ﺑﻦ ﻓﻮاز
22) シャフラザード・ファティーフ・ビント・ズィヤード（Shahrazād Fatīḥ Bint Ziyād ）ﺷﮭﺮزاد ﻓﺘﯿﺢ ﺑﻨﺖ زﯾﺎد
23) シャウキー・ガーズィー・ブン・ターハー・ムハンマド（Shawqī al-Ghāzī bn Ṭāhā al-Muḥammad ）ﺷﻮﻗﻲ اﻟﻐﺎزي ﺑﻦ طﮫ اﻟﻤﺤﻤﺪ
24) サーリフ・タラーウ・ブン・アーディル（Ṣāliḥ al-Ṭalā‘ bn ‘Ādil ）ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻄﻼع ﺑﻦ ﻋﺎدل
25) スブヒー・ハナーン・ブン・ムハンマド（Ṣubḥī al-Ḥanān bn Muḥammad ）ﺻﺒﺤﻲ اﻟﺤﻨﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
26) サクル・サクル・ブン・アドナーン（Ṣaqr al-Ṣakr bn ‘Adnān ）ﺻﻘﺮ اﻟﺼﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺪﻧﺎن
27) アーディル・ガイズ・ブン・アスワド（‘Ādil al-Ghayz bn Aswad ）ﻋﺎدل اﻟﻐﯿﺰ ﺑﻦ أﺳﻮد
28) アブドゥルアズィーズ・フサイン・ブン・ムハンマド（‘Abd al-‘Azīz al-Ḥusayn bn Muḥammad ）ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
29) アブドゥルカリーム・ナースィル・ブン・ダッハーム（‘Abd al-Karīm al-Nāṣir bn Daḥḥām ）ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺑﻦ دﺣﺎم
30) アブドゥルアズィーズ・ムハンマド・ブン・アフマド（‘Abd al-‘Azīz al-Muḥammad bn Aḥmad ）ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ
31) アッブード・クハイラート・ブン・ムハンマド・アブド（‘Abbūd al-Kuḥaylāt bn Muḥammad al-‘Abd ）ﻋﺒﻮد اﻟﻜﺤﯿﻼت ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪ
32) アズィーズ・ファラジュ・ブン・ファラジュ（‘Azīz Faraj bn Faraj ）ﻋﺰﯾﺰ ﻓﺮج ﺑﻦ ﻓﺮج
33) アッカーブ・アスワド・ブン・アッザーブ（‘Akkāb al-Aswad bn ‘Adhdhāb ）ﻋﻜﺎب اﻷﺳﻮد ﺑﻦ ﻋﺬاب
34) アリー・ラスール・ブン・アフマド（‘Alī al-Rasūl bn Aḥmad ）ﻋﻠﻲ اﻟﺮﺳﻮل ﺑﻦ أﺣﻤﺪ
35) アリー・ファーリス・ブン・アフマド（‘Alī al-Fāris bn Aḥmad ）ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎرس ﺑﻦ أﺣﻤﺪ
36) ガフラーン・ジャースィー・ビント・ムハンマド・アミーン（Ghafrān al-Jāzī Bint Muḥammad Amīn ﻏﻔﺮان اﻟﺠﺎزي ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ
）اﻣﯿﻦ
37) フアード・ハッラーバ・ブン・ハラフ（Fu’ād al-Kharrāba bn Khalaf ）ﻓﺆاد اﻟﺨﺮاﺑﺔ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ
38) カナアーン・アブドゥルワッハーブ・ブン・アブドゥルジャッバール（Kana‘ān al-‘Abd al-Wahhāb bn ‘Abd al-Jabbār
）ﻛﻨﻌﺎن اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻮھﺎب ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر
39) カウサル・ウスマーン・ビント・アブドゥルガフール（Kawthar al-’Uthmān Bint ‘Abd al-Ghafūr ）ﻛﻮﺛﺮ اﻟﻌﺜﻤﺎن ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮر
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40) マーリク・ウマル・ブン・アブドゥッラッザーク（Mālik al-‘Umar bn ‘Abd al-Razzāq ）ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق
41) ムハンマド・ハーッジ・タフトゥーフ・ブン・ハサン（Muḥammad al-Ḥajj Ṭaḥṭūḥ bn Ḥasan ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺎج طﺤﻄﻮح ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
42) ムハンマド・ハサン・ブン・ハミード（Muḥammad al-Ḥasan bn Ḥamīd ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ
43) ムハンマド・ハミード・ブン・アブドゥッラー（Muḥammad al-Ḥamīd bn ‘Abd Allāh ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ
44) ムハンマド・ナジュラス・ブン・フサイン（Muḥammad al-Najras bn Ḥusayn ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺠﺮس ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ
45) ムハンマド・ワカーウ・ブン・バラート（Muḥammad al-Wakā‘ bn Balāṭ ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮﻛﺎع ﺑﻦ ﺑﻼط
46) ムハンマド・イリヤース・ジャドアーン・ブン・フドル（Muḥammad Iliyās al-Jad‘ān bn Khuḍr ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﯿﺎس اﻟﺠﺪﻋﺎن ﺑﻦ ﺧﻀﺮ
47) ムハンマド・ハッスーニー・ブン・ハリーフ（Muḥammad Ḥassūnī bn Khalīf ）ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻮﻧﻲ ﺑﻦ ﺧﻠﯿﻒ
48) ムヒーッディーン・ムハンマド・ブン・アブドゥルマジード（Muḥyī al-Dīn Muḥammad bn ‘Abd al-Majīd ﻣﺤﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
）ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ
49) ムドヒー・ムハンマド・ブン・ハリーフ（Muḍḥīal-Muḥammad bn Khalīf ）ﻣﻀﺤﻲ اﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﺒﻒ
50) ナジュム・シャイフ・アリー・ブン・アブドゥッラー（Najm al-Shayhk ‘Alī bn ‘Abd Allāh ）ﻧﺠﻢ اﻟﺸﯿﺦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ
第 2 部門
1)

アフマド・バドイー・ブン・アリー（Aḥmad al-Bad‘ī bn ‘Alī ）أﺣﻤﺪ اﻟﺒﺪﻋﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ

2)

アフマド・ハルブ・ブン・ジャースィム（Aḥmad al-Ḥarb bn Jāsim ）أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺮب ﺑﻦ ﺟﺎﺳﻢ

3)

アフマド・ハマド・ブン・ハラフ（Aḥmad al-Ḥamad bn Khalaf ）أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ

4)

アフマド・ハンムード・ブン・マフムード（Aḥmad al-Ḥammūd bn Maḥmūd ）أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد

5)

アフマド・アリー・ブン・ムハンマド（Aḥmad al-‘Alī bn Muḥammad ）أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

6)

バディーウ・アブド・ウマル・ブン・フワイジャ（Badī‘ al-‘Abd al-‘Umar bn Ḥuwayja ）ﺑﺪﯾﻊ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﺣﻮﯾﺠﺔ

7.タフスィーン・ハーッジ・アリー・ブン・サイフッディーン（Taḥsīn al-Ḥajj ‘Alī bn Sayf al-Dīn ）ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺤﺎج ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ
8)

タイスィール・バッターフ・ブン・イブラーヒーム（Taysīr Baṭṭāḥ bn Ibrāhīm ）ﺗﯿﺴﯿﺮ ﺑﻄﺎح ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ

9)

ジャマール・シハーザ・ブン・フサイン（Jamāl al-Shihādha bn al-Ḥusayn ）ﺟﻤﺎل اﻟﺸﺤﺎذه ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ

10) ハッサーン・ハマドゥー・マギール・ブン・アリー（Ḥassān al-Ḥamdū al-Maghīr bn ‘Alī ）ﺣﺴﺎن اﻟﺤﻤﺪو اﻟﻤﻐﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
11) ヒクマト・ムスタファー・ブン・ムスタファー（Ḥikmat al-Muṣṭafā bn Muṣṭafā ）ﺣﻜﻤﺖ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ
12) ハマド・サアドゥーン・ブン・ハッルーシュ（Ḥamad al-Sa‘dūn bn Hallūsh ）ﺣﻤﺪ اﻟﺴﻌﺪون ﺑﻦ ھﻠﻮش
13) ハマド・ハラフ・ブン・ラマダーン（Ḥamad Khalaf bn Ramaḍān ）ﺣﻤﺪ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ رﻣﻀﺎن
14) ハムダーン・アフマド・ブン・イード（Ḥamdān al-Aḥmad bn ‘Īd ）ﺣﻤﺪان اﻷﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺪ
15) ハーリド・アリー・ブン・ハジージュ（Khālid al-‘Alī bn Hajīj ）ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﻠﻲ ﺑﻦ ھﺠﯿﺞ
16) ハシャブ・ハミード・アッジャージュ・ブン・ムハンマド（Khashab al-Ḥamīd al-’Ajjāj bn Muḥammad ﺧﺸﻒ اﻟﺤﻤﯿﺪ اﻟﻌﺠﺎج ﺑﻦ
）ﻣﺤﻤﺪ
17) ハラフ・ウジャイル・ブン・アブドゥッラー（Khalaf al-‘Ujayl bn ‘Abd Allāh ）ﺧﻠﻒ اﻟﻌﺠﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ
18) ラシャード・サッラ・ブン・アフマド（Rashād al-Sarra bn Aḥmad ）رﺷﺎد اﻟﺴﺮه ﺑﻦ أﺣﻤﺪ
19) ラマダーン・ジャリーブ・ブン・ムハンマド（Ramaḍān al-Jalīb bn Muḥammad ）رﻣﻀﺎن اﻟﺠﻠﯿﺐ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
20) ズィヤード・カーズィム・ブン・ムハンマド（Ziyād al-Kāẓim bn Muḥammad ）زﯾﺎد اﻟﻜﺎظﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
21) ザイド・ハーッジ・ウスマーン・ブン・サービト（Zayd al-Ḥajj ‘Uthmān bn Thābit ）زﯾﺪ اﻟﺤﺎج ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ
22) サーリフ・サーリフ・ブン・ムハンマド・アミーン（Ṣāliḥ al-Ṣāliḥ bn Muḥammad Amīn ）ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ
23) アーイド・シャッラーシュ・ブン・マンスィー（‘Āyid al-Shallāsh bn Mansī ）ﻋﺎﯾﺪ اﻟﺸﻼش ﺑﻦ ﻣﻨﺴﻲ
24) アブドゥルハキーム・ジャージャーン・ブン・ハンムード（‘Abd al-Ḥakīm Jājān bn Ḥammūd ）ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﯿﻢ ﺟﺎﺟﺎن ﺑﻦ ﺣﻤﻮد
25) アブドゥルハーリド・ブン・イブラーヒーム（‘Abd al-Khālid bn Ibrāhīm ）ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ
26) アブドゥッラフマーン・バーシュ・ブン・ムハンマド（‘Abd al-Raḥmān al-Bāsh bn Muḥammad ）ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺒﺎش ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
27) アブドゥルカリーム・ハフル・ブン・アフマド（‘Abd al-Karīm al-Hafl bn Aḥmad ）ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﮭﻔﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ
28) アブドゥルワッハーブ・ファフド・ブン・アリー（‘Abd al-Wahhāb al-Fahd bn ‘Alī ）ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب اﻟﻔﮭﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
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29) アドナーン・ジュムア・ブン・マフムード（‘Adnān al-Jum‘a bn Maḥmūd ）ﻋﺪﻧﺎن اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد
30) アラーッディーン・サフィーラ・ブン・ハラフ（‘Alā’ al-Dīn al-Safīra bn Khalaf ）ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺴﻔﯿﺮة ﺑﻦ ﺧﻠﻒ
31) アルヤーン・トゥライミシュ・ブン・アフマド（‘Alyān al-Ṭuraymish bn Aḥmad ）ﻋﻠﯿﺎن اﻟﻄﺮﯾﻤﺶ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ
32) アルヤーン・ムハンマド・ブン・ムハイリフ（‘Alyān al-Muḥammad bn Mukhaylif ）ﻋﻠﯿﺎن اﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺨﯿﻠﻒ
33) ウマル・ジャッラーフ・ビント・ガンナーム（‘Umar al-Jarrāḥ Bint Ghannām ）ﻋﻤﺮ اﻟﺠﺮاح ﺑﻨﺖ ﻏﻨﺎم
34) ガーリブ・ハーッジ・ラビーウ・ブン・ムスタファー（Ghālib Ḥājj Rabī‘ bn Muṣṭafā ）ﻏﺎﻟﺐ ﺣﺎج رﺑﯿﻊ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ
35) ガッサーン・ターハー・ブン・サーリフ（Ghassān al-Ṭāhā bn Ṣāliḥ ）ﻏﺴﺎن اﻟﻄﮫ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ
36) ファウワーズ・ワカーウ・ブン・アフマド（Fawwāz al-Wakā‘ bn Aḥmad ）ﻓﻮاز اﻟﻮﻛﺎع ﺑﻦ أﺣﻤﺪ
37) ファウズィー・アアバイド・ブン・ムハンマド（Fawzī A‘bayd bn Muḥammad ）ﻓﻮزي أﻋﺒﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
38) ファイサル・ナースィル・ブン・サッターム（Fayṣal al-Nāṣir bn Saṭṭām ）ﻓﯿﺼﻞ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﺳﻄﺎم
39) カスタンティーン・アルスラーン・ブン・サブリー（Qasṭanṭī Arslān bn Ṣabrī ）ﻗﺴﻄﻨﻄﯿﻦ أرﺳﻼن ﺑﻦ ﺻﺒﺮي
40) ムハンマド・フドル・ブン・ハリール（Muḥammad al-Khuḍr bn Khalīl ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻀﺮ ﺑﻦ ﺧﻠﯿﻞ
41) ムハンマド・ムハンマド・アリー・ブン・アフマド（Muḥammad al-Muḥammad al-‘Alī bn Aḥmad ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺤﻤﺪ اﻟﻌﻠﻲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ
42) ムハンマド・アブドゥッラー・ウスマーン・ブン・ナジュムッディーン（Muḥammad ‘Abd Allāh al-’Uthmān bn Najm alDīn ）ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻧﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ
43) ムハンマド・アリー・ハマーダ・ブン・ムハンマド（Muḥammad ‘Alī al-Ḥamāda bn Muḥammad ）ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻤﺎده ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
44) ムスタファー・ハーッジ・アッルーシュ・ブン・バドリー（Muṣṭafā al-Ḥajj ‘Allūsh bn Badrī ）ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺤﺎج ﻋﻠﻮش ﺑﻦ ﺑﺪري
45) ムスリフ・ハマド・ブン・ラティーフ（Muṣliḥ al-Ḥamad bn Laṭīf ）ﻣﺼﻠﺢ اﻟﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻟﻄﯿﻒ
46) マタル・ハディール・ブン・ファイヤード（Maṭar al-Khaḍīr bn Fayyāḍ ）ﻣﻄﺮ اﻟﺨﻀﯿﺮ ﺑﻦ ﻓﯿﺎض
47) ムルヒム・ハムダーン・ブン・ファーリス（Mulḥim al-Ḥamdān bn Fāris ）ﻣﻠﺤﻢ اﻟﺤﻤﺪان ﺑﻦ ﻓﺎرس
48) ナーヒー・アブドゥッラー・ブン・ムハンマド（Nāhī al-‘Abd Allāh bn Muḥammad ）ﻧﺎھﻲ اﻟﻌﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
49) ヌール・ムハンマド・ビント・ワリード（Nūr al-Muḥammad Bint Walīd ）ﻧﻮر اﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻨﺖ وﻟﯿﺪ
50) ヌーリー・ムハンマド・ブン・サービト（Nūrī al-Muḥammad bn Thābit ）ﻧﻮري اﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ
10) タルトゥース県

第 1 部門
1)

イブラーヒーム・イブラーヒーム・ブン・アブドゥッラー（Ibrāhīm Ibrāhīm bn ‘Abd Allāh ）اﺑﺮاھﯿﻢ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ

2)

アフマド・ハビーブ・ブン・ムルシド（Aḥmad Ḥabīb bn Murshid ）اﺣﻤﺪ ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﻣﺮﺷﺪ

3)

アフマド・スライマーン・ブン・アーリフ（Aḥmad Sulaymān bn ‘Ārif ）اﺣﻤﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺎرف

4)

アフマド・シャムサイン・ブン・ムスタファー（Aḥmad Shamsayn bn Muṣṭafā ）اﺣﻤﺪ ﺷﻤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ

5)

アフマド・イーサー・ブン・アリー（Aḥmad ‘Īsā bn ‘Alī ）اﺣﻤﺪ ﻋﯿﺴﻰ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ

6)

アスアド・ムハンマド・ブン・アリー（As‘ad Muḥammad bn ‘Alī ）اﺳﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ

7)

アースィフ・ハサン・ブン・ジャウダト（Āṣif Ḥasan bn Jawdat ）اﺻﻒ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺟﻮدت

8)

イヤース・マアッラー・ブン・アリー（Iliyās Ma‘allā bn ‘Alī ）اﯾﺎس ﻣﻌﻼ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ

9)

バッサーム・ハンムード・ブン・ムハンマド（Bassām Ḥammūd bn Muḥammad ）ﺑﺴﺎم ﺣﻤﻮد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

10) バッシャール・ダグマ・ブン・マフムード（Bashshār Daghma bn Maḥmūd ）ﺑﺸﺎر دﻏﻤﮫ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد
11) スライヤー・ジュンディー・ビント・マズハル（Thurayyā al-Jundī Bint Maẓhar ）ﺛﺮﯾﺎ اﻟﺠﻨﺪي ﺑﻨﺖ ﻣﻈﮭﺮ
12) ジャービル・ハサン・ブン・ハサン（Jābir Ḥasan bn Ḥasan ）ﺟﺎﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
13) フサームッディーン・ムスタファー・ブン・ムニール（Ḥusām al-Dīn Muṣṭafā bn Munīr ）ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻣﻨﯿﺮ
14) フサーム・ルクマーニー・ブン・ハサン（Ḥusām al-Ruqmānī bn Ḥasan ）ﺣﺴﺎم اﻟﺮﻗﻤﺎﻧﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
15) ハッサーン・ハサン・ブン・ナディーム（Ḥassān Ḥasan bn Nadīm ）ﺣﺴﺎن ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻧﺪﯾﻢ
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16) ハッサーン・ナーウース・ブン・ユースフ（Ḥassān Nā‘ūs bn Yūsuf ）ﺣﺴﺎن ﻧﺎﻋﻮس ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ
17) ハサン・イスマーイール・ブン・アブドゥッラティーフ（Ḥasan Ismā‘īl bn ‘Abd al-Laṭīf ）ﺣﺴﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ
18) ハイダル・アスアド・ブン・サルマーン（Ḥaydar As‘ad bn Salmān ）ﺣﯿﺪر اﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن
19) ハルード・ジャディード・ビント・ハーリド（Khalūd Jadīd Bint Khālid ）ﺧﻠﻮد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻨﺖ ﺧﺎﻟﺪ
20) ライーフ・バドゥール・ブン・ムルシド（Ra’īf Badūr bn Murshid ）رﺋﯿﻒ ﺑﺪور ﺑﻦ ﻣﺮﺷﺪ
21) ラーティブ・ハムダーン・ブン・ハサン（Rātib Ḥamdān bn Ḥasan ）راﺗﺐ ﺣﻤﺪان ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
22) ラーニヤー・ハサン・ビント・フムスィン（Rāniyā Ḥasan Bint Muḥsin ）راﻧﯿﺎ ﺣﺴﻦ ﺑﻨﺖ ﻣﺤﺴﻦ
23) ラッザーン・スーダーン・ビント・ハビーブ（Razzān Sūdān Bint Ḥabīb ）رزان ﺳﻮدان ﺑﻨﺖ ﺣﺒﯿﺐ
24) ザーイド・ラスラーン・ブン・アフマド（Zāyid Raslān bn Aḥmad ）زاﯾﺪ رﺳﻼن ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
25 ザインッディーン・ユースフ・ブン・フムスィン（Zayn al-Dīn Yūsuf bn Muḥsin ）زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﺤﺴﻦ
26) サーリム・マアッラー・ブン・イブラーヒーム（Sālim Ma‘allā bn Ibrāhīm ）ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻌﻼ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ
27) スアード・シャーイル・ビント・フムスィン（Su‘ād al-Shā‘ir Bint Muḥsin ）ﺳﻌﺎد اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻨﺖ ﻣﺤﺴﻦ
28) トゥーニー・クルスーム・ブン・イリヤース（Ṭūnī Kulthūm bn Iliyās ）طﻮﻧﻲ ﻛﻠﺜﻮم ﺑﻦ اﻟﯿﺎس
29) アッバース・アッバース・ブン・イッズッディーン（‘Abbās ‘Abbās bn ‘ Izz al-Dīn ）ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺰ اﻟﺪﯾﻦ
30) アブドゥッラティーフ・アフマド・ブン・マフムード（‘Abd al-Laṭīf Aḥmad bn Maḥmūd ）ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد
31) アリー・ビラール・ブン・サルマーン（‘Alī Bilāl bn Salmān ）ﻋﻠﻲ ﺑﻼل ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن
32) ウルヤー・マフムード・ビント・イーサー（‘Ulyā Maḥmūd Bint ‘Īsā ）ﻋﻠﯿﺎ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻨﺖ ﻋﯿﺴﻰ
33) フアード・ハルバー・ブン・ジャウダト（Fu’ād Ḥarbā bn Jawdat ）ﻓﺆاد ﺣﺮﺑﺎ ﺑﻦ ﺟﻮدت
34) カーミル・ハーッジ・ブン・アフマド（Kāmil al-Ḥajj bn Aḥmad ）ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺤﺎج ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
35) ラビーブ・クブルスリー・ブン・ユースフ（Labīb Qubruṣlī bn Yūsuf ）ﻟﺒﯿﺐ ﻗﺒﺮﺻﻠﻲ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ
36) ムハンマド・アリー・ブン・イブラーヒーム（Muḥammad ‘Alī bn Ibrāhīm ）ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ
37) ムハンマド・ムスタファー・ブン・フサイン（Muḥammad Muṣṭafā bn Ḥusayn ）ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ
38) ムハンマド・マイータ・ブン・ジャミール（Muḥammad Ma‘īṭa bn Jamīl ）ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﯿﻄﺔ ﺑﻦ ﺟﻤﯿﻞ
39) ムハンマド・ユースフ・ブン・マフムード（Muḥammad Yūsuf bn Maḥmūd ）ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد
40) マフムード・シャマーリー・ブン・アリー（Maḥmūd al-Shamālī bn ‘Alī ）ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
41) マフムード・ハサン・ブン・アフマド（Maḥmūd Ḥasan bn Aḥmad ）ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
42) マフムード・サクル・ブン・アブドゥルカーディル（Maḥmūd Ṣaqr bn ‘Abd al-Qādir ）ﻣﺤﻤﻮد ﺻﻘﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر
43) マナーフ・イーサー・ブン・サルマーン（Manāf‘Īsā bn Salmān ）ﻣﻨﺎف ﻋﯿﺴﻰ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن
44) マハー・イブラーヒーム・ビント・マフムード（Mahā Ibrāhīm Bint Maḥmūd ）ﻣﮭﺎ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﻮد
45) ナーディル・ムハンマド・ブン・ムハンマド（Nādir Muḥammad bn Muḥammad ）ﻧﺎدر ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
46) ニブラース・ムルヒジュ・ブン・ムハンマド（Nibrās Murhij bn Muḥammad ）ﻧﺒﺮاس ﻣﺮھﺞ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
47) ナスリーン・アリー・ビント・マーリク（Nasrīn‘Alī Bint Mālik ）ﻧﺴﺮﯾﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻨﺖ ﻣﺎﻟﻚ
48) ハーニー・フドゥール・ブン・アリー（Hānī Khuḍūr bn ‘Alī ）ھﺎﻧﻲ ﺧﻀﻮر ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
49) ハイサム・イーサー・ブン・ラジャブ（Haytham ‘Īsā bn Rajab ）ھﯿﺜﻢ ﻋﯿﺴﻰ ﺑﻦ رﺟﺐ
50) ヤースィル・イブラーヒーム・ブン・ムハンマド（Yāsir Ibrāhīm bn Muḥammad ）ﯾﺎﺳﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
51) ヤースィル・ジューリーヤ・ブン・アリー（Yāsir Jūrīya bn ‘Alī ）ﯾﺎﺳﺮ ﺟﻮرﯾﺔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
52) ユーヌス・ハムドゥーシュ・ブン・イブラーヒーム（Yūnus Ḥamdūsh bn Ibrāhīm ）ﯾﻮﻧﺲ ﺣﻤﺪوش ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ
第 2 部門
1)

イブラーヒーム・ムハンマド・ブン・アフマド（Ibrāhīm Muḥammad bn Aḥmad ）اﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ

2・アクラム・アブドゥルジャリール・ブン・ファーイズ（2 Akram ‘Abd al-Jalīl bn Fāyiz 2 ）اﻛﺮم ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ﺑﻦ ﻓﺎﯾﺰ
3)

アムサル・サッルーム・ブン・シャフィーク（Amthal Sallūm bn Shafīq ）اﻣﺜﻞ ﺳﻠﻮم ﺑﻦ ﺷﻔﯿﻖ

4)

アマル・ダブヤート・ビント・ナスル（Amal al-Dabyāt Bint Naṣr ）اﻣﻞ اﻟﺪﺑﯿﺎت ﺑﻨﺖ ﻧﺼﺮ
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5)

バヤーン・ウスマーン・ブン・アリー（Bayān‘Uthmān bn ‘Alī ）ﺑﯿﺎن ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻠﻲ

6)

ジャウダト・マンジャ・ブン・ジャブラー（Jawdat Manja bn Jabrā ）ﺟﻮدت ﻣﻨﺠﺔ ﺑﻦ ﺟﺒﺮا

7)

ジュールジュ・ハンナー・ブン・ミーハーイール（Jūrj Ḥannā bn Mīkhā’īl ）ﺟﻮرج ﺣﻨﺎ ﺑﻦ ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ

8)

フサーム・イスマーイール・ブン・ムハンマド（Ḥusām Ismā‘īl bn Muḥammad ）ﺣﺴﺎم اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

9)

ハサン・ハサン・ブン・マンナーウ（Ḥasan Ḥasan bn Mannā‘ ）ﺣﺴﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﻨﺎع

10) ハサン・ハイダル・ブン・マイフーブ（Ḥasan Ḥaydar bn Mayhūb ）ﺣﺴﻦ ﺣﯿﺪر ﺑﻦ ﻣﯿﮭﻮب
11) ハンナー・カラム・ブン・ジルジス（Ḥannā Karambn Jirjis ）ﺣﻨﺎ ﻛﺮم ﺑﻦ ﺟﺮﺟﺲ
12) フナイン・ワンヌース・ビント・アブドゥルカリーム（Ḥunayn Wannūs Bint ‘Abd al-Karīm ）ﺣﻨﯿﻦ وﻧﻮس ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ
13) ラーイド・フドゥール・ブン・バフジャト（Rā’id Khuḍūr bn Bahjat ）راﺋﺪ ﺧﻀﻮر ﺑﻦ ﺑﮭﺠﺖ
14) ラーティブ・イブラーヒーム・ブン・マフムード（Rātib Ibrāhīm bn Maḥmūd ）راﺗﺐ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد
15) ラーミズ・ダッラー・ブン・ムハンマド（Rāmiz Dallā bn Muḥammad ）راﻣﺰ دﻻ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
16) ラーミー・アリー・ブン・ヤアクーブ（Rāmī‘Alī bn Ya‘qūb ）راﻣﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب
17) ルーファーイール・ディーア・ブン・ガッサーン（Rūfā’īl Ḍīyā bn Ghassān ）روﻓﺎﺋﯿﻞ ﺿﯿﻌﺔ ﺑﻦ ﻏﺴﺎن
18) サーリム・ハリール・ブン・アフマド（Sālim Khalīl bn Aḥmad ）ﺳﺎﻟﻢ ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
19) サーミル・アリー・ブン・ファウズィー（Sāmir ‘Alī bn Fawzī ）ﺳﺎﻣﺮ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻓﻮزي
20) シャーディー・フドゥール・ブン・バドル（Shādī Khuḍūr bn Badr ）ﺷﺎدي ﺧﻀﻮر ﺑﻦ ﺑﺪر
21) シャアバーン・カナージュ・ブン・アリー（Sha‘bān Kanāj bn ‘Alī ）ﺷﻌﺒﺎن ﻛﻨﺎج ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
22) ザーフィル・スライマーン・ブン・ワジーフ（Ẓāhir Sulaymān bn Wajīh ）ظﺎﻓﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ وﺟﯿﮫ
23) アブドゥッラティーフ・シャアバーン・ブン・アッバース（‘Abd al-Laṭīf Sha‘bān bn ‘Abbās ）ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ ﺷﻌﺒﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺎس
24) アブドゥンナースィル・ジュンディー・ブン・ムハンマド（‘Abd al-Nāṣir Jundī bn Muḥammad ）ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﺟﻨﺪي ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
25) アドナーン・サイード・ブン・アミーン（‘Adnān Sa‘īd bn Amīn ）ﻋﺪﻧﺎن ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ اﻣﯿﻦ
26) アター・シャンマース・ブン・タンヌース（‘Aṭā Shammās bn Ṭannūs ）ﻋﻄﺎ ﺷﻤﺎس ﺑﻦ طﻨﻮس
27) アリー・スライマーン・ブン・ユースフ（‘Alī Sulaymān bn Yūsuf ）ﻋﻠﻲ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ
28) アリー・アリー・ブン・ナースィル（‘Alī ‘Alī bn Nāṣir ）ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ
29) アリー・ガーニム・ブン・ジャブル（‘Alī Ghānim bn Jabr ）ﻋﻠﻲ ﻏﺎﻧﻢ ﺑﻦ ﺟﺒﺮ
30) アリー・カルミヤー・ブン・ムハンマド（‘Alī Karmiyā bn Muḥammad ）ﻋﻠﻲ ﻛﺮﻣﯿﺎ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
31) ファフド・カルタリー・ブン・ラジャブ（Fahd al-Kartalī bn Rajab ）ﻓﮭﺪ اﻟﻜﺮﺗﻠﻲ ﺑﻦ رﺟﺐ
32) ファフド・スライマーン・ブン・ハンナー（Fahd Sulaymān bn Ḥannā ）ﻓﮭﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﻨﺎ
33) リカー・ハッラーク・ビント・ムハンマド・ナーディル（Liqā’ Ḥallāq Bint Muḥammad Nādir ）ﻟﻘﺎء ﺣﻼق ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎدر
34) ムハンマド・アッジー・ブン・アリー（Muḥammad al-‘Ajjī bn ‘Alī ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺠﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
35) ムハンマド・ハサン・ブン・ファーリス（Muḥammad Ḥasan bn Fāris ）ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻓﺎرس
36) ムハンマド・フワンダ・ブン・ファリード（Muḥammad Khuwanda bn Farīd ）ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﻧﺪة ﺑﻦ ﻓﺮﯾﺪ
37) ムハンマド・シャーヒーン・ブン・アフマド（Muḥammad Shāhīn bn Aḥmad ）ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎھﯿﻦ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
38) ムハンマド・スユーフ・ブン・マフムード（Muḥammad Ṣuyūḥ bn Maḥmūd ）ﻣﺤﻤﺪ ﺻﯿﻮح ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد
39) ムハンマド・ユースフ・ブン・アリー（Muḥammad Yūsuf bn ‘Alī ）ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
40) ムラード・イブラーヒーム・ブン・ユーヌス（Murād Ibrāhīm bn Yūnus ）ﻣﺮاد اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ
41) ムニール・バイドゥーン・ブン・アリー（Munīr Bayḍūn bn ‘Alī ）ﻣﻨﯿﺮ ﺑﯿﻀﻮن ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
42) ナーズィル・ハムダーン・ブン・ムハンマド（Nādhir Ḥamdān bn Muḥammad ）ﻧﺎذر ﺣﻤﺪان ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
43) ナビーラ・サッバーグ・ビント・ミハーイル（Nabīla Ṣabbāgh Bint Mikhā’il ）ﻧﺒﯿﻠﺔ ﺻﺒﺎغ ﺑﻨﺖ ﻣﺨﺎﺋﯿﻞ
44) ナズィール・ハティーブ・ブン・スライマーン（Nadhīr al-Khaṭīb bn Sulaymān ）ﻧﺬﯾﺮ اﻟﺨﻄﯿﺐ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن
45) ニザール・ジャービリー・ブン・マフムード（Nizār al-Jābirī bn Maḥmūd ）ﻧﺰار اﻟﺠﺎﺑﺮي ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد
46) ニザール・ガーニム・ブン・アリー・ユーヌス（Nizār Ghānim bn ‘Alī Yūnus ）ﻧﺰار ﻏﺎﻧﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﯾﻮﻧﺲ
47) ナスル・ハサン・ブン・マフムード（Naṣr Ḥasan bn Maḥmūd ）ﻧﺼﺮ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد
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48) ヤフヤー・ムハンマド・ブン・ムハンマド（Yaḥyā Muḥammad bn Muḥammad)
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ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ.）

11) ラッカ県

第 1 部門
1) アフマド・イッズッディーン・スワイハ・ブン・ハマド（Aḥmad ‘ Izz al-Dīn al-Suwayḥa bn Ḥamad ）اﺣﻤﺪ ﻋﺰ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺴﻮﯾﺤﺔ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ
2)

アラー・ニウマ・ビント・ハラール（Ālā’ al-Ni‘ma Bint Halāl ）اﻻء اﻟﻨﻌﻤﮫ ﺑﻨﺖ ھﻼل

3)

バッシャール・スース・ブン・ファイサル（Bashshār al-Ṣūs bn Fayṣal ）ﺑﺸﺎر اﻟﺼﻮص ﺑﻦ ﻓﯿﺼﻞ

4)

タマードゥル・ジュムア・ビント・ハサン（Tamāḍur al-Jum‘a Bint Ḥasan ）ﺗﻤﺎﺿﺮ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﻨﺖ ﺣﺴﻦ

5)

ジャースィム・ジャースィム・ブン・ムハンマド（Jāsim al-Jāsim bn Muḥammad ）ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺠﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

6)

ハッサーン・ドゥユーブ・ブン・ムハンマド（Ḥassān Duyūb bn Muḥammad ）ﺣﺴﺎن دﯾﻮب ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

7)

ハサン・アバーディー・ブン・ハラフ（Ḥasan al-‘Abādī bn Khalaf ）ﺣﺴﻦ اﻟﻌﺒﺎدي ﺑﻦ ﺧﻠﻒ

8)

フサイン・スルターン・ブン・アブド（Ḥusayn Sulṭān bn ‘Abd ）ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ

9)

ハンムード・アフマド・ブン・アッジャージュ（Ḥammūd al-Aḥmad bn ‘Ajjāj ）ﺣﻤﻮد اﻻﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺠﺎج

10) ハナーン・ムーサー・ジャバル・ビント・ムハンマド（Ḥanān al-Mūsā al-Jabal Bint Muḥammad ）ﺣﻨﺎن اﻟﻤﻮﺳﻰ اﻟﺠﺒﻞ ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ
11) ハリール・アリー・ムハンマド・ブン・フサイン（Khalīl al-‘Alī al-Muḥammad bn Ḥusayn ）ﺧﻠﯿﻞ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ
12) ライース・ムスタファー・ブン・ラマダーン（Ra’īs al-Muṣṭafā bn Ramaḍān ）رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ رﻣﻀﺎن
13) ラシード・アリー・ハミード・ブン・ムハンマド（Rashīd al-‘Alī al-Ḥamīd bn Muḥammad ）رﺷﯿﺪ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
14) ラシード・イーサー・ブン・イーサー（Rashīd ‘Īsā bn ‘Īsā ）رﺷﯿﺪ ﻋﯿﺴﻰ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﻰ
15) ザイド・ムハンマド・ジャアバル・サーリフ・ブン・アブドゥルジャワード（Zayd Muḥammad al-Ja‘bar al-Ṣāliḥ bn ‘Abd alJawād ）زﯾﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻌﺒﺮ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻮاد
16) サイード・アンタル・ダーリー・ブン・ウバイド（Sa‘īd al-‘Antar al-Dālī bn ‘Ubayd ）ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻌﻨﺘﺮ اﻟﺪاﻟﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ
17) シャムスッディーン・ハーッジ・フサイン・ブン・アブド（Shams al-Dīn al-Ḥajj Ḥusayn bn ‘Abd ）ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺤﺎج ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
18) サーリフ・ブハイリー・ブン・ハラール（Ṣāliḥ al-Buḥayrī bn Halāl ）ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺒﺤﯿﺮي ﺑﻦ ھﻼل
19) サーリハ・ムサーリウ・ビント・アブドゥッラー（Ṣāliḥa al-Muṣāri‘ Bint ‘Abd Allāh ）ﺻﺎﻟﺤﮫ اﻟﻤﺼﺎرع ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪﷲ
20) タラール・イーサー・ブン・ムハンマド（Ṭalāl al-’Īsā bn Muḥammad ）طﻼل اﻟﻌﯿﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
21) アッバース・ハーッジ・ムハンマド・ブン・サッルーム（‘Abbās al-Ḥajj Muḥammad bn Sallūm ）ﻋﺒﺎس اﻟﺤﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻮم
22) アブド・アブド・ブン・アフマド（‘Abd ‘Abd bn Aḥmad ）ﻋﺒﺪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
23) アブドゥルハキーム・ムーサー・アリーフ・ブン・ハッスーン（‘Abd al-Ḥakīm al-Mūsā al-‘Arīf bn Ḥassūn ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﯿﻢ اﻟﻤﻮﺳﻰ
）اﻟﻌﺮﯾﻒ ﺑﻦ ﺣﺴﻮن
24) アブドゥルハラフ・ブン・ハーッジ（‘Abd al-Khalaf bn Ḥājj ）ﻋﺒﺪ اﻟﺨﻠﻒ ﺑﻦ ﺣﺎج
25) アブドゥッラフマーン・ハーミド・ブン・アリー（‘Abd al-Raḥmān al-Ḥāmid bn ‘Alī ）ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺤﺎﻣﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
26) アブドゥッラッザーク・アフマド・ブン・フサイン（‘Abd al-Razzāq al-Aḥmad bn Ḥusayn ）ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق اﻻﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ
27) アブドゥッラッザーク・ハラフ・ブン・アブドゥルワヒード（‘Abd al-Razzāq al-Khalaf bn ‘Abd al-Waḥīd ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق اﻟﺨﻠﻒ ﺑﻦ
）ﻋﺒﺪ اﻟﻮﺣﯿﺪ
28) アブドゥッラッザーク・ハルーフ・ブン・ハラール（‘Abd al-Razzāq al-Khalūf bn Halāl ）ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق اﻟﺨﻠﻮف ﺑﻦ ھﻼل
29) アブドゥルファッターフ・サーリフ・ブン・ハマド（‘Abd al-Fattāḥ al-Ṣāliḥ bn Ḥamad ）ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ
30) アブドゥルカーディル・アッブー・ブン・ハサン（‘Abd al-Qādir al-‘Abbū bn Ḥasan ）ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﻌﺒﻮ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
31) アブドゥルカリーム・ジャースィム・ブン・アフマド（‘Abd al-Karīm al-Jāsim bn Aḥmad ）ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺠﺎﺳﻢ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
32) アブドゥッラー・ハウワース・ブン・ナジュム（‘Abd Allāh al-Ḥawwās bn Najm ）ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺤﻮاس ﺑﻦ ﻧﺠﻢ
33) アブドゥッラー・スライマーン・ブン・ハサン（‘Abd Allāh al-Sulaymān bn Ḥasan ）ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺴﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
34) ウバイド・ハサン・ブン・ハミーディー（‘Ubayd al-Ḥasan bn Ḥamīdī ）ﻋﺒﯿﺪ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪي
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35) アリー・ハサン・ブン・イブラーヒーム（‘Alī al-Ḥasan bn Ibrāhīm ）ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ
36) アリー・アブドゥッラフマーン・ブン・アブドゥッラッザーク（‘Alī al-‘Abd al-Raḥmān bn ‘Abd al-Razzāq ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ
）ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق
37) アリー・アブドゥッラー・ハラフ・ブン・アブド（‘Alī al-‘Abd Allāh al-Khalaf bn ‘Abd ）ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺒﺪ ﷲ اﻟﺨﻠﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
38) アワド・アワド・ブン・イーサー（‘Awaḍ al-‘Awaḍ bn ‘Īsā ）ﻋﻮض اﻟﻌﻮض ﺑﻦ ﻋﯿﺴﻰ
39) イーサー・シャイフ・ハッターバ・ブン・ラシード（‘Īsā al-Shayhk Khaṭṭāba bn Rashīd ）ﻋﯿﺴﻰ اﻟﺸﯿﺦ ﺧﻄﺎﺑﮫ ﺑﻦ رﺷﯿﺪ
40) ガーズィヤ・ハリーファーン・ビント・アッブード（Ghāziya al-Khalīfān Bint ‘Abbūd ）ﻏﺎزﯾﺔ اﻟﺨﻠﯿﻔﺎن ﺑﻨﺖ ﻋﺒﻮد
41.フィルヤール・ファラフ・ビント・ナディーム（Firyāl Faraḥ Bint Nadīm ）ﻓﺮﯾﺎ ل ﻓﺮح ﺑﻨﺖ ﻧﺪﯾﻢ
42) ファイサル・アリー・ブン・マズルーフ（Fayṣal al-‘Alī bn Mazlūh ）ﻓﯿﺼﻞ اﻟﻌﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺰﻟﻮه
43) カフターン・ラッハール・ブン・シャリーフ（Qaḥṭān Raḥḥāl bn Sharīf ）ﻗﺤﻄﺎن رﺣﺎل ﺑﻦ ﺷﺮﯾﻒ
44) リーンダ・アティーヤ・ビント・アフマド（Līnda al-’Aṭīya Bint Aḥmad ）ﻟﯿﻨﺪه اﻟﻌﻄﯿﺔ ﺑﻨﺖ اﺣﻤﺪ
45) ムハンマド・ジャッルード・ブン・ハリール（Muḥammad al-Jallūd bn Khalīl ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻠﻮد ﺑﻦ ﺧﻠﯿﻞ
46) ムハンマド・ハリーフ・ブン・ムハイミード（Muḥammad al-Khalīf bn Muḥaymīd ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻠﯿﻒ ﺑﻦ ﻣﺤﯿﻤﯿﺪ
47) ムハンマド・サイイド・ブン・アリー（Muḥammad al-Sayyid bn ‘Alī ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
48) ムハンマド・シャイフ・ハサン・ブン・ハマド（Muḥammad al-Shayhk Ḥasan bn Ḥamad ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﯿﺦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ
49) ムハンマド・カアカ・ジー・ブン・アブドゥルアズィーズ（Muḥammad al-Ka‘ka-Jī bn ‘Abd al-‘Azīz ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﻌﻜﮫ ﺟﻲ ﺑﻦ
）ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ
50) ムハンマド・サイード・アッブー・アリー・ブン・アリー（Muḥammad Sa‘īd al-‘Abbū al-‘Alī bn ‘Alī ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻌﺒﻮ اﻟﻌﻠﻲ ﺑﻦ
）ﻋﻠﻲ
51) ムハンマド・アリー・ハサン・ブン・アリー（Muḥammad ‘Alī al-Ḥasan bn ‘Alī ）ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
52) マフムード・ジュムア・ブン・ムーサー（Maḥmūd al-Jum‘a bn Mūsā ）ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ
53) マフムード・アクラ・ブン・アフマド（Maḥmūd al-‘Akla bn Aḥmad ）ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻌﻜﻠﺔ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
54) ムスタファー・アフマド・ブン・ハサン（Muṣṭafā al-Aḥmad bn Ḥasan ）ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻻﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
55) ムハンナド・ダルウィーシュ・ブン・アブドゥルハーディー（Muhannad al-Darwīsh bn ‘Abd al-Hādī ﻣﮭﻨﺪ اﻟﺪروﯾﺶ ﺑﻦ
）ﻋﺒﺪاﻟﮭﺎدي
56) ムーサー・サクラーン・ブン・アリー（Mūsā al-Sakrān bn ‘Alī ）ﻣﻮﺳﻰ اﻟﺴﻜﺮان ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
57) ヤフヤー・ナーイス・ブン・アリー（Yaḥyā al-Nā‘is bn ‘Alī ）ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻨﺎﻋﺲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
58) ユースフ・ハッジー・ブン・フドル（Yūsuf al-Ḥajjī bn Khuḍr ）ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺤﺠﻲ ﺑﻦ ﺧﻀﺮ
第 2 部門
1)

アフマド・スライマーン・ブン・ムハンマド（Aḥmad al-Sulaymān bn Muḥammad ）اﺣﻤﺪ اﻟﺴﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

2)

アフマド・マフムード・ブン・イスマーイール（Aḥmad al-Maḥmūd bn Ismā‘īl ）اﺣﻤﺪ اﻟﻤﺤﻤﻮد ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ

3)

アフマド・ムハンナー・ブン・ジャービル（Aḥmad al-Muhannā bn Jābir ）اﺣﻤﺪ اﻟﻤﮭﻨﺎ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ

4)

アフマド・ムスタファー・ブン・アリー（Aḥmad Muṣṭafā bn ‘Alī ）اﺣﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ

5)

ムウタスィム・ビッラー・サーリフ・ブン・サーリフ（al-Mu‘taṣim bi-Allāh al-Ṣāliḥ bn Ṣāliḥ ）اﻟﻤﻌﺘﺼﻢ ﺑﺎ� اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ

6)

ハサン・サイード・ブン・アブドゥッラー（Ḥasan al-Sa‘īd bn ‘Abd Allāh ）ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ

7)

フサイン・サッルーム・ブン・イスマーイール（Ḥusayn al-Sallūm bn Ismā‘īl ）ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺴﻠﻮم ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ

8)

ハミーディー・ウマル・イーサー・ブン・ナーイフ（Ḥamīdī al-‘Umar al-’Īsā bn Nāyif ）ﺣﻤﯿﺪي اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻌﯿﺴﻰ ﺑﻦ ﻧﺎﯾﻒ

9)

ハーリド・ムスタファー・ブン・フサイン（Khālid al-Muṣṭafā bn Ḥusayn ）ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ

10) フドル・アンマーシュ・ブン・フサイン（Khuḍr al-‘Ammāsh bn Ḥusayn ）ﺧﻀﺮ اﻟﻌﻤﺎش ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ
11) ハラフ・ハマーディー・ブン・マフムード（Khalaf al-Ḥamādī bn Maḥmūd ）ﺧﻠﻒ اﻟﺤﻤﺎدي ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد
12) ハウラ・マンラー・アフマド・ビント・マフムード（Khawla al-Manlā Aḥmad Bint Maḥmūd ）ﺧﻮﻟﺔ اﻟﻤﻨﻼ اﺣﻤﺪ ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﻮد
13) シブリー・ズワイフ・ブン・ファイサル（Shiblī al-Dhuwayḥ bn Fayṣal ）ﺷﺒﻠﻲ اﻟﺬوﯾﺦ ﺑﻦ ﻓﯿﺼﻞ
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14) シハーザ・ムハンマド・ブン・ラマダーン（Shiḥādha al-Muḥammad bn Ramaḍān ）ﺷﺤﺎذة اﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ رﻣﻀﺎن
15) シャアラ・アッブード・ハールーフ・ビント・アブドゥルワーヒド（Sha‘la al-‘Abbūd al-Khārūf Bint ‘Abd al-Wāḥid ﺷﻌﻠﮫ
）اﻟﻌﺒﻮد اﻟﺨﺎروف ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ
16) サーリフ・ムーサー・ブン・アブドゥッラー（Ṣāliḥ al-Mūsā bn ‘Abd Allāh ）ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ
17) サファー・ドゥライビー・ビント・アフマド（Ṣadā’ al-Duraybī Bint Aḥmad ）ﺻﻔﺎء اﻟﺪرﯾﺒﻲ ﺑﻨﺖ اﺣﻤﺪ
18) アブドゥッラフマーン・ハリール・ブン・イーサー（‘Abd al-Raḥīm al-Khalīl bn ‘Īsā ）ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ اﻟﺨﻠﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﻰ
19) アブドゥッラッザーク・シハーザ・ブン・ムスタファー（‘Abd al-Razzāq al-Shiḥādha bn Muṣṭafā ）ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق اﻟﺸﺤﺎذة ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ
20) アブドゥルアズィーズ・ハリーファ・ブン・イブラーヒーム（‘Abd al-‘Azīz al-Khalīfa bn Ibrāhīm ）ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ
21) アブドゥルガニー・ハラール・ブン・ムハンマド（‘Abd al-Ghanī Halāl bn Muḥammad ）ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ھﻼل ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
22) アブドゥッラティーフ・ハジュワーン・ブン・ハジュワーン（‘Abd al-Laṭīf al-Ḥajwān bn Ḥajwān ）ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ اﻟﺤﺠﻮان ﺑﻦ ﺣﺠﻮان
23) イターブ・アブドゥッラー・ビント・ヤースィーン（‘ Itāb al-‘Abd Allāh Bint Yāsīn ）ﻋﺘﺎب اﻟﻌﺒﺪ ﷲ ﺑﻨﺖ ﯾﺎﺳﯿﻦ
24) アリー・ムハンマド・アッブード・ブン・アフマド（‘Alī al-Muḥammad al-‘Abbūd bn Aḥmad ）ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺤﻤﺪ اﻟﻌﺒﻮد ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
25) ガスワーン・ラマダーン・ブン・ラシード（Ghazwān Ramaḍān bn Rashīd ）ﻏﺰوان رﻣﻀﺎن ﺑﻦ رﺷﯿﺪ
26) ファウズィーヤ・シャウワーフ・ビント・ザカリヤー（Fawzīya Shawwākh Bint Zakariyā ）ﻓﻮزﯾﺔ ﺷﻮاخ ﺑﻨﺖ زﻛﺮﯾﺎ
27) ムハンマド・イブラーヒーム・ハリール・ブン・ハサン（Muḥammad Ibrāhīm al-Khalīl bn Ḥasan ）ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺨﻠﯿﻞ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
28) ムハンマド・バッダーフ・ブン・アフマド（Muḥammad al-Baddāḥ bn Aḥmad ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺪاح ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
29) ムハンマド・ズアイティル・ブン・イスマーイール（Muḥammad al-Zu‘aytirbn Ismā‘īl ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰﻋﯿﺘﺮ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
30) ムハンマド・アスカル・ブン・ムーサー（Muḥammad al-‘Asjar bn Mūsā ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ
31) ムハンマド・ウムシャーン・ブン・アリー（Muḥammad al-‘Umdshān bn ‘Alī ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻤﺸﺎن ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
32) ムハンマド・マハーウィシュ・ブン・ハマド（Muḥammad al-Mahāwish bn Ḥamad ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﮭﺎوش ﺑﻦ ﺣﻤﺪ
33) ムスタファー・イスマーイール・ブン・アリー（Muṣṭafā al-Ismā‘īl bn ‘Alī ）ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻻﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
34) ムスタファー・イーサー・ブン・ムハンマド・アミーン（Muṣṭafā al-’Īsā bn Muḥammad Amīn ）ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻌﯿﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ
35) ムスタファー・ヒンダーウィー・ブン・ハンムード（Muṣṭafā al-Hindāwī bn Ḥammūd ）ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﮭﻨﺪاوي ﺑﻦ ﺣﻤﻮد
36) ムスタファー・カマール・ハラフ・ブン・アフマド（Muṣṭafā Kamāl al-Khalaf bn Aḥmad ）ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻤﺎل اﻟﺨﻠﻒ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
37) ムーサー・ムーサー・ブン・ジュムア（Mūsā al-Mūsā bn Jum‘a ）ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻤﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺟﻤﻌﮫ
38) ニダール・アルウ・ブン・マフムード（Niḍāl al-‘Alw bn Maḥmūd ）ﻧﻀﺎل اﻟﻌﻠﻮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد
39) ハーニー・ハラール・ブン・アフマド（Hānī al-Halāl bn Aḥmad ）ھﺎﻧﻲ اﻟﮭﻼل ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
40) ワーイル・ムフリフ・ブン・イスマーイール（Wā’il al-Mukhlif bn Ismā‘īl ）واﺋﻞ اﻟﻤﺨﻠﻒ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
41) ヤースィル・ムハンマド・ダルウィーシュ・ブン・ムハンマド・バシール（Yāsir al-Muḥammad al-Darwīsh bn Muḥammad
Bashīr ）ﯾﺎﺳﺮ اﻟﻤﺤﻤﺪ اﻟﺪروﯾﺶ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﯿﺮ
42) ユースフ・ユースフ・ブン・ムハンマド（Yūsuf al-Yūsuf bn Muḥammad ）ﯾﻮﺳﻒ اﻟﯿﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
12) ダルアー県

第 1 部門
1)

アフマド・ヒンナーウィー・ブン・アブドゥルカーディル（Aḥmad al-Ḥinnāwī bn ‘Abd al-Qādir ）اﺣﻤﺪ اﻟﺤﻨﺎوي ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر

2)

アフマド・サアディー・ブン・ムハンマド・アミーン（Aḥmad al-Sa‘dī bn Muḥammad Amīn ）اﺣﻤﺪ اﻟﺴﻌﺪي ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ

3)

アイマン・シハーダート・ブン・ムハンマド（Ayman al-Shiḥādāt bn Muḥammad ）اﯾﻤﻦ اﻟﺸﺤﺎدات ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

4)

アミーン・マフルーフ・ブン・アリー（Amīn Makhlūf bn ‘Alī ）اﻣﯿﻦ ﻣﺨﻠﻮف ﺑﻦ ﻋﻠﻲ

5)

イブラーヒーム・ジュンディー・ブン・ムハンマド・サイード（Ibrāhīm al-Jundī bn Muḥammad Sa‘īd اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺠﻨﺪي ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
）ﺳﻌﯿﺪ

6)

イブラーヒーム・ウバイダート・ブン・ジャブル（Ibrāhīm al-‘Ubaydāt bn Jabr ）اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻌﺒﯿﺪات ﺑﻦ ﺟﺒﺮ
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7)

イブラーヒーム・アッブード・ブン・アターッラー（Ibrāhīm ‘Abbūd bn ‘Aṭā Allāh ）اﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﺒﻮد ﺑﻦ ﻋﻄﺎﷲ

8)

アディーブ・ハリーリー・ブン・カースィム（Adīb al-Ḥarīrī bn Qāsim ）ادﯾﺐ اﻟﺤﺮﯾﺮي ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ

9)

イスマーイール・アンマール・ブン・イブラーヒーム（Ismā‘īl al-’Ammār bn Ibrāhīm ）اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﻌﻤﺎر ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ
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10) イリヤース・サマーラ・ブン・ファルハーン（Iliyās Samāra bn Farḥān ）اﻟﯿﺎس ﺳﻤﺎرة ﺑﻦ ﻓﺮﺣﺎن
11) アイマン・アムール・ブン・アワド（Ayman al-‘Amūr bn ‘Awaḍ ）اﯾﻤﻦ اﻟﻌﻤﻮر ﺑﻦ ﻋﻮض
12) バトラ・マフアラーニー・ビント・スライマーン（Batla al-Maf‘alānī Bint Sulaymān ）ﺑﺘﻠﺔ اﻟﻤﻔﻌﻼﻧﻲ ﺑﻨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن
13) ビラール・ファーイズ・ブン・ウワイド（Bilāl al-Fāyiz bn ‘Uwayd ）ﺑﻼل اﻟﻔﺎﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﻮﯾﺪ
14) ジャマール・バルヒー・ブン・アフマド（Jamāl al-Balkhī bn Aḥmad ）ﺟﻤﺎل اﻟﺒﻠﺨﻲ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
15) ハムザ・シャブラーク・ブン・ハサン（Ḥamza al-Shablāq bn Ḥasan ）ﺣﻤﺰة اﻟﺸﺒﻼق ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
16) ハーリド・サラーマート・ブン・スライマーン（Khālid al-Salāmāt bn Sulaymān ）ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺴﻼﻣﺎت ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن
17) ハーリド・カッラ・ブン・ファリード（Khālid al-Qarra bn Farīd ）ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻘﺮة ﺑﻦ ﻓﺮﯾﺪ
18) ハーリド・ガーニム・ブン・アフマド（Khālid Ghānim bn Aḥmad ）ﺧﺎﻟﺪ ﻏﺎﻧﻢ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
19) ハーリド・マンスール・ブン・ドゥライド（Khālid Manṣūr bn Durayd ）ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ درﯾﺪ
20) リヤード・ハリーリー・ブン・ムハンマド（Riyāḍ al-Ḥarīrī bn Muḥammad ）رﯾﺎض اﻟﺤﺮﯾﺮي ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
21) ズィヤード・ディマーラ・ブン・ハンムード（Ziyād Dimāra bn Ḥammūd ）زﯾﺎد دﻣﺎرة ﺑﻦ ﺣﻤﻮد
22) スライマーン・ハサン・ブン・イーサー（Sulaymān Ḥasan bn ‘Īsā ）ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﻰ
23) アーヒド・マズラアーティー・ブン・ハサン（‘Āhid al-Mazra‘ātī bn Ḥasan ）ﻋﺎھﺪ اﻟﻤﺰرﻋﺎﻧﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
24) アーイシュ・グナイム・ブン・ウクラ（‘Āyish al-Ghunaym bn ‘Uqla ）ﻋﺎﯾﺶ اﻟﻐﻨﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﻘﻠﺔ
25) アブドゥルカリーム・アムヤーン・ブン・ヤースィーン（‘Abd al-Karīm al-‘Amyān bn Yāsīn ）ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﻌﻤﯿﺎن ﺑﻦ ﯾﺎﺳﯿﻦ
26) アブドゥッラー・ファッラーフ・ブン・イスマーイール（‘Abd Allāh al-Fallāḥ bn Ismā‘īl ）ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻔﻼح ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
27) アブドゥー・ハシャーリファ・ブン・ジャドアーン（‘Abdū al-Khashārifa bn Jad‘ān ）ﻋﺒﺪو اﻟﺨﺸﺎرﻓﺔ ﺑﻦ ﺟﺪﻋﺎن
28) アフィーフ・ズウビー・ブン・アリー（‘Afīf al-Zu‘bī bn ‘Alī ）ﻋﻔﯿﻒ اﻟﺰﻋﺒﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
29) イマードッディーン・リファーイー・ブン・イブラーヒーム（‘ Imād al-Dīn al-Rifā‘ī bn Ibrāhīm ）ﻋﻤﺎد اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ
30) イマード・アリー・ブン・マンスール（‘ Imād ‘Alī bn Manṣūr ）ﻋﻤﺎد ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر
31) アウワード・スワイダーン・ブン・アフマド（‘Awwād al-Suwaydān bn Aḥmad ）ﻋﻮاد اﻟﺴﻮﯾﺪان ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
32) アイヤード・フムスィン・ブン・フサイン（‘Ayyād al-Muḥsin bn Ḥusayn ）ﻋﯿﺎد اﻟﻤﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ
33) イーサー・アトマ・ブン・マフムード（‘Īsā al-‘Atma bn Maḥmūd ）ﻋﯿﺴﻰ اﻟﻌﺘﻤﺔ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد
34) ファイルーズ・イード・ビント・ディーブ（Fayrūz al-’Īd Bint Dīb ）ﻓﯿﺮوز اﻟﻌﯿﺪ ﺑﻨﺖ دﯾﺐ
35) カースィム・ザーヒル・ブン・ムハンマド（Qāsim Ẓāhir bn Muḥammad ）ﻗﺎﺳﻢ ظﺎھﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
36) マアムーン・ハリーリー・ブン・ファイサル（Ma’mūn al-Ḥarīrī bn Fayṣal ）ﻣﺄﻣﻮن اﻟﺤﺮﯾﺮي ﺑﻦ ﻓﯿﺼﻞ
37) ムハンマド・ムサーラマ・ブン・ファウズィー（Muḥammad al-Musālama bn Fawzī ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺴﺎﻟﻤﺔ ﺑﻦ ﻓﻮزي
38) ムハンマド・ナアマート・ブン・アリー（Muḥammad al-Ni‘māt bn ‘Alī ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﻌﻤﺎت ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
39) ムハンマド・ハリーバ・ブン・ズィーブ（Muḥammad Kharība bn Dhīb ）ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺮﯾﺒﺔ ﺑﻦ ذﯾﺐ
40) ムハンマド・ハイル・アバーズィード・ブン・ユースフ（Muḥammad Khayr Abāzīd bn Yūsuf ）ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﺮ اﺑﺎزﯾﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ
41) ムハンマド・アトマ・ブン・アフマド（Muḥammad ‘Atma bn Aḥmad ）ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺘﻤﺔ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
42) マフムード・ヒジャーズィー・ブン・カースィム（Maḥmūd Ḥijāzī bn Qāsim ）ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺠﺎزي ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ
43) ムスタファー・マトルード・ブン・アドナーン（Muṣṭafā Maṭarūd bn ‘Adnān ）ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﻄﺮود ﺑﻦ ﻋﺪﻧﺎن
44) マンスール・ジャバーウィー・ブン・ムハンマド（Manṣūr al-Jabāwī bn Muḥammad ）ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺠﺒﺎوي ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
45) ナーディル・リファーイー・ブン・ファフド（Nādir al-Rifā‘ī bn Fahd ）ﻧﺎدر اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ﺑﻦ ﻓﮭﺪ
46) ナビール・マフディー・ブン・アフマド（Nabīl Mahdī bn Aḥmad ）ﻧﺒﯿﻞ ﻣﮭﺪي ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
47) ワスィーマ・ヒラーフ・ビント・バフジャト（Wasīma Khilāf Bint Bahjat ）وﺳﯿﻤﺔ ﺧﻼف ﺑﻨﺖ ﺑﮭﺠﺖ
48) ワリード・ガザーリー・ブン・ムハンマド（Walīd al-Ghazālī bn Muḥammad ）وﻟﯿﺪ اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
49) ヤフヤー・マフアラーニー・ブン・アーイド（Yaḥyā al-Maf‘alānī bn ‘Āyid ）ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻤﻔﻌﻼﻧﻲ ﺑﻦ ﻋﺎﯾﺪ
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50) ユースフ・ハラフ・ブン・カティーファーン（Yūsuf al-Khalaf bn Qaṭīfān ）ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺨﻠﻒ ﺑﻦ ﻗﻄﯿﻔﺎن
第 2 部門
1)

アフマド・ミスリー・ブン・ムーサー（Aḥmad al-Miṣrī bn Mūsā ）اﺣﻤﺪ اﻟﻤﺼﺮي ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ

2)

アンワル・ズウビー・ブン・ムハンマド・サイード（Anwar al-Zu‘bī bn Muḥammad Sa‘īd ）اﻧﻮر اﻟﺰﻋﺒﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ

3)

イブラーヒーム・ヒムスィー・ブン・ハリール（Ibrāhīm al-Ḥimṣī bn Khalīl ）اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺤﻤﺼﻲ ﺑﻦ ﺧﻠﯿﻞ

4)

イブラーヒーム・シャリーファ・ブン・ラスミー（Ibrāhīm al-Sharīfa bn Rasmī ）اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺸﺮﯾﻔﺔ ﺑﻦ رﺳﻤﻲ

5)

イブラーヒーム・ザーヒル・ブン・アーリフ（Ibrāhīm al-Ẓāhir bn ‘Ārif ）اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻈﺎھﺮ ﺑﻦ ﻋﺎرف

6)

イブラーヒーム・アブドゥッラー・ブン・アフマド（Ibrāhīm al-’Abd Allāh bn Aḥmad ）اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻌﺒﺪﷲ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ

7)

アフマド・ズウビー・ブン・ムハンマド（Aḥmad al-Zu‘bī bn Muḥammad ）اﺣﻤﺪ اﻟﺰﻋﺒﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

8)

ハサン・フサイン・ブン・アフマド（Ḥasan Ḥusayn bn Aḥmad ）ﺣﺴﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ

9)

ハムダーン・フドゥール・ブン・フドル（Ḥamdān al-Khuḍūr bn Khuḍr ）ﺣﻤﺪان اﻟﺨﻀﻮر ﺑﻦ ﺧﻀﺮ

10) ハリール・アリー・ブン・ムハンマド（Khalīl al-‘Alī bn Muḥammad ）ﺧﻠﯿﻞ اﻟﻌﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
11) ラバー・ジャバーウィー・ビント・アブドゥルカリーム（Rabā al-Jabāwī Bint ‘Abd al-Karīm ）رﺑﺎ اﻟﺠﺒﺎوي ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ
12) ズィヤード・ウバイド・ブン・マフムード（Ziyād al-‘Ubayd bn Maḥmūd ）زﯾﺎد اﻟﻌﺒﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد
13) スライマーン・バラカート・ブン・アブドゥッラー（Sulaymān Barakāt bn ‘Abd Allāh ）ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺮﻛﺎت ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ
14) スライマーン・アイファーン・ブン・ムハンマド（Sulaymān ‘Ayfān bn Muḥammad ）ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻋﯿﻔﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
15) シハーダ・タラブ・ブン・アーティフ（Shiḥāda al-Ṭalab bn ‘Āṭif ）ﺷﺤﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻦ ﻋﺎطﻒ
16) シャフィーク・タブラ・ブン・スィムアーン（Shafīq Ṭabra bn Sim‘ān ）ﺷﻔﯿﻖ طﺒﺮه ﺑﻦ ﺳﻤﻌﺎن
17) スブヒー・カバラーン・ブン・ミーハーイール（Ṣubḥī Qabalān bn Mīkhā’īl ）ﺻﺒﺤﻲ ﻗﺒﻼن ﺑﻦ ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ
18) アーティフ・ジャッラード・ブン・マムドゥーフ（‘Āṭif al-Jarrād bn Mamdūḥ ）ﻋﺎطﻒ اﻟﺠﺮاد ﺑﻦ ﻣﻤﺪوح
19) アブドゥルハキーム・ハティーブ・ブン・アブドゥッラー（‘Abd al-Ḥakīm al-Khaṭīb bn ‘Abd Allāh ）ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﯿﻢ اﻟﺨﻄﯿﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ
20) アブドゥルハミード・リファーイー・ブン・イブラーヒーム（‘Abd al-Ḥamīd al-Rifā‘ī bn Ibrāhīm ）ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ
21) アブドゥルカリーム・ハルバート・ブン・スライマーン（‘Abd al-Karīm al-Ḥarbāt bn Sulaymān ）ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺤﺮﺑﺎت ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن
22) アブドゥルムトリブ・シュバート・ブン・イブラーヒーム（‘Abd al-Muṭlib Shubāṭ bn Ibrāhīm ）ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﺷﺒﺎط ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ
23) アブドゥルマウラー・アダウィー・ブン・アフマド（‘Abd al-Mawlā al-‘Adawī bn Aḥmad ）ﻋﺒﺪاﻟﻤﻮﻟﻰ اﻟﻌﺪوي ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
24) アブドゥフ・アスアド・ビント・アルシード（‘Abduh al-As‘ad Bint Arshīd ）ﻋﺒﺪه اﻻﺳﻌﺪ ﺑﻨﺖ ارﺷﯿﺪ
25) イサーム・ミスリー・ブン・フドル（‘ Iṣām al-Miṣrī bn Khuḍr ）ﻋﺼﺎم اﻟﻤﺼﺮي ﺑﻦ ﺧﻀﺮ
26) アリー・ウワイル・ブン・ユースフ（‘Alī ‘Uwayr bn Yūsuf ）ﻋﻠﻲ ﻋﻮﯾﺮ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ
27) フアード・アフマド・ブン・アフマド（Fu’ād al-Aḥmad bn Aḥmad ）ﻓﺆاد اﻻﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
28) ファリード・ミクダード・ブン・ムハンマド（Farīd al-Miqdād bn Muḥammad ）ﻓﺮﯾﺪ اﻟﻤﻘﺪاد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
29) ファイヤード・ファーウーリー・ブン・アブドゥルカリーム（Fayyāḍ al-Fā‘ūrī bn ‘Abd al-Karīm ）ﻓﯿﺎض اﻟﻔﺎﻋﻮري ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ
30) カースィム・サイイド・アフマド・ブン・ムハンマド（Qāsim al-Sayyid Aḥmad bn Muḥammad ）ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺴﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
31) クサイ・ハルキー・ブン・ナーディル（Quṣay al-Ḥalqī bn Nādir ）ﻗﺼﻲ اﻟﺤﻠﻘﻲ ﺑﻦ ﻧﺎدر
32) マージド・ハリール・ブン・シャティーウィー（Mājid al-Khalīl bn Shatīwī ）ﻣﺎﺟﺪ اﻟﺨﻠﯿﻞ ﺑﻦ ﺷﺘﯿﻮي
33) ムハンマド・アミーン・シャディーディー・ブン・ムハンマド（Muḥammad Amīn al-Shadīdī bn Muḥammad ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ
）اﻟﺸﺪﯾﺪي ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
34) ムハンマド・ハリーリー・ブン・ムクビル（Muḥammad al-Ḥarīrī bn Muqbil ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺮﯾﺮي ﺑﻦ ﻣﻘﺒﻞ
35) ムハンマド・ハティーブ・ブン・フサイン（Muḥammad al-Khaṭīb bn Ḥusayn ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻄﯿﺐ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ
36) ムハンマド・ワーディー・ブン・アブドゥルカーディル（Muḥammad al-Wādī bn ‘Abd al-Qādir ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮادي ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر
37) ムハンマド・ズハイリー・ジャームース・ブン・イブラーヒーム（Muḥammad Zuhayr al-Jāmūs bn Ibrāhīm ﻣﺤﻤﺪ زھﯿﺮ
）اﻟﺠﺎﻣﻮس ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ
38) マフムード・アブー・ザハブ・ブン・ユースフ（Maḥmūd Abū al-Dhahab bn Yūsuf ）ﻣﺤﻤﻮد اﺑﻮ اﻟﺬھﺐ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ
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39) マフムード・ジュムアート・ブン・ムヒーッディーン（Maḥmūd al-Jum‘āt bn Muḥyī al-Dīn ）ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺠﻤﻌﺎت ﺑﻦ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﯾﻦ
40) ムルシド・カッダーフ・ブン・カスィーム（Murshid Qaddāḥ bn Qasīm ）ﻣﺮﺷﺪ ﻗﺪاح ﺑﻦ ﻗﺴﯿﻢ
41) マルワーン・シャクニーン・ブン・サラーフ（Marwān al-Shaqnīn bn Ṣalāḥ ）ﻣﺮوان اﻟﺸﻘﻨﯿﻦ ﺑﻦ ﺻﻼح
42) マリヤム・トゥーマー・ビント・バーディー（Mariyam al-Tūmā Bint Bādī ）ﻣﺮﯾﻢ اﻟﺘﻮﻣﺎ ﺑﻨﺖ ﺑﺎدي
43) マスアブ・ハミース・ブン・トゥルキー（Maṣ‘ab al-Khamīs bn Turkī ）ﻣﺼﻌﺐ اﻟﺨﻤﯿﺲ ﺑﻦ ﺗﺮﻛﻲ
44) マンスール・カーディリー・ブン・イスマーイール（Manṣūr al-Qādirī bn Ismā‘īl ）ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻘﺎدري ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
45) ヌールッディーン・ムズィーブ・ブン・イブラーヒーム（Nūr al-Dīn al- مDhīb bn Ibrāhīm ）ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﺬﯾﺐ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ
46) ヒンナーディー・ズウビー・ビント・フーザーン（Hinnādī al-Zu‘bī Bint Fūzān ）ھﻨﺎدي اﻟﺰﻋﺒﻲ ﺑﻨﺖ ﻓﻮزان
47) ヤフヤー・カフリー・ブン・ムハンマド（Yaḥyā al-Kafrī bn Muḥammad ）ﯾﺤﯿﺎ اﻟﻜﻔﺮي ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
48) ヤフヤー・アンマーリーン・ブン・アワド（Yaḥyā al-’Ammārīn bn ‘Awaḍ ）ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻌﻤﺎرﯾﻦ ﺑﻦ ﻋﻮض
49) ユースフ・アサードゥワ・ブン・アブドゥルマジード（Yūsuf al-‘Asādwa bn ‘Abd al-Majīd ）ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻌﺴﺎدوة ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ
50) ユースフ・マンジャル・ブン・アフマド（Yūsuf al-Manjar bn Aḥmad ）ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻤﻨﺠﺮ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
13) スワイダー県

第 1 部門
1)

アドハム・アブー・アサリー・ブン・ナスィーブ（Adham Abū ‘Asalī bn Nasīb ）ادھﻢ اﺑﻮ ﻋﺴﻠﻲ ﺑﻦ ﻧﺴﯿﺐ

2)

イスマーイール・バッラーン・ブン・ユースフ（Ismā‘īl Ballān bn Yūsuf ）اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻼن ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ

3)

イスマーイール・カティーシュ・ブン・ムハンマド（Ismā‘īl Qaṭīsh bn Muḥammad ）اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻗﻄﯿﺶ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

4)

アクラム・ハッダージュ・ブン・スィヤーフ（Akram Khaddāj bn Ṣiyāḥ ）اﻛﺮم ﺧﺪاج ﺑﻦ ﺻﯿﺎح

5)

イヤード・シャフフ・ブン・ハムダーン（Iyād al-Shaḥf bn Ḥamdān ）اﯾﺎد اﻟﺸﺤﻒ ﺑﻦ ﺣﻤﺪان

6)

バースィル・シューマリー・ブン・ヌーファル（Bāsil al-Shūmarī bn Nūfal ）ﺑﺎﺳﻞ اﻟﺸﻮﻣﺮي ﺑﻦ ﻧﻮﻓﻞ

7)

バースィル・イーサー・ブン・ジューズィーフ（Bāsil al-’Īsā bn Jūzīf ）ﺑﺎﺳﻞ اﻟﻌﯿﺴﻰ ﺑﻦ ﺟﻮزﯾﻒ

8)

バースィム・アムル・ブン・ガッサーン（Bāsim ‘Amr bn Ghassān ）ﺑﺎﺳﻢ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻏﺴﺎن

9)

ブサイナ・ワーリー・ハラビー・ビント・ムアイイド（Buthayna Wālī al-Ḥalabī Bint Mu’ayyid ）ﺑﺜﯿﻨﺔ واﻟﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ ﺑﻨﺖ ﻣﺆﯾﺪ

10) バッサーム・アーミル・ブン・アリー（Bassām ‘Āmir bn ‘Alī ）ﺑﺴﺎم ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
11) タウフィーク・ガーニム・ブン・イスマーイール（Tawfīq Ghānim bn Ismā‘īl ）ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻏﺎﻧﻢ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
12) フサーム・カイワーン・ブン・ジャドアーン（Ḥusām Kaywān bn Jad‘ān ）ﺣﺴﺎم ﻛﯿﻮان ﺑﻦ ﺟﺪﻋﺎن
13) ハーリド・ハイル・ブン・サーリフ（Khālid Khayr bn Ṣāliḥ ）ﺧﺎﻟﺪ ﺧﯿﺮ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ
14) ラーフィウ・ムカッリド・ブン・サービル（Rāfī‘ Muqallid bn Ṣābir ）راﻓﻊ ﻣﻘﻠﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﺑﺮ
15) ラスミー・アイサミー・ブン・ハマド（Rasmī al-‘Aysamī bn Ḥamad ）رﺳﻤﻲ اﻟﻌﯿﺴﻤﻲ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ
16) ラドワーン・ハラビー・ブン・イスマーイール（Raḍwān al-Ḥalabī bn Ismā‘īl ）رﺿﻮان اﻟﺤﻠﺒﻲ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
17) サーミル・ハサニーヤ・ブン・マスウード（Sāmir al-Ḥasanīya bn Mas‘ūd ）ﺳﺎﻣﺮ اﻟﺤﺴﻨﯿﺔ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد
18) サルマーン・ヒンナーウィー・ブン・サリーム（Salmān al-Ḥinnāwī bn Salīm ）ﺳﻠﻤﺎن اﻟﺤﻨﺎوي ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻢ
19) アーディル・サフナーウィー・ブン・サアドゥー（‘Ādil al-Ṣaḥnāwī bn Sa‘dū ）ﻋﺎدل اﻟﺼﺤﻨﺎوي ﺑﻦ ﺳﻌﺪو
20) キヤーン・サアブ・ブン・ラーミズ（Kiyān Ṣa‘b bn Rāmiz ）ﻛﯿﺎن ﺻﻌﺐ ﺑﻦ راﻣﺰ
21) ムハンマド・イッズッディーン・ブン・マムドゥーフ（Muḥammad ‘ Izz al-Dīn bn Mamdūḥ ）ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﻤﺪوح
22) マルワーン・アワーイダ・ブン・アスカル（Marwān al-‘Awāyida bn ‘Askar ）ﻣﺮوان اﻟﻌﻮاﯾﺪة ﺑﻦ ﻋﺴﻜﺮ
23) マルワーン・ダウ・ブン・ユースフ（Marwān Ḍaw bn Yūsuf ）ﻣﺮوان ﺿﻮ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ
24) ナージー・アブー・ファフル・ブン・アフマド（Nājī Abū Fakhr bn Aḥmad ）ﻧﺎﺟﻲ اﺑﻮ ﻓﺨﺮ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
25) ニザール・アブー・ラアス・ブン・ジャミール（Nizār Abū Rās bn Jamīl ）ﻧﺰار اﺑﻮ راس ﺑﻦ ﺟﻤﯿﻞ
26) ワーイル・ジャルブーウ・ブン・ハサン（Wā’il Jarbū‘ bn Ḥasan ）واﺋﻞ ﺟﺮﺑﻮع ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
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27) ワーイル・アッザーム・ブン・ハーイル（Wā’il ‘Azzām bn Hāyil ）واﺋﻞ ﻋﺰام ﺑﻦ ھﺎﯾﻞ
28) ヤースィル・ガーニム・ブン・ファドルッラー（Yāsir Ghānim bn Faḍl Allāh ）ﯾﺎﺳﺮ ﻏﺎﻧﻢ ﺑﻦ ﻓﻀﻞ ﷲ
第 2 部門
1)

アドハム・アッタール・ブン・ナーイフ（Adham al-‘Aṭṭār bn Nāyif ）ادھﻢ اﻟﻌﻄﺎر ﺑﻦ ﻧﺎﯾﻒ

2)

イブラーヒーム・アブー・ハムラ・ブン・ナスィーブ（Ibrāhīm Abū Ḥamra bn Nasīb ）اﺑﺮاھﯿﻢ اﺑﻮ ﺣﻤﺮة ﺑﻦ ﻧﺴﯿﺐ

3)

イフサーン・アトラシュ・ブン・アーリフ（Iḥsān al-Aṭrash bn ‘Ārif ）اﺣﺴﺎن اﻻطﺮش ﺑﻦ ﻋﺎرف

4)

アクラム・フダイファ・ブン・マフムード（Akram Ḥudayfa bn Maḥmūd ）اﻛﺮم ﺣﺪﯾﻔﺔ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد

5)

バディーウ・ハラール・ブン・タウフィーク（Badī‘ Halāl bn Tawfīq ）ﺑﺪﯾﻊ ھﻼل ﺑﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ

6)

バッシャール・イマード・ブン・カンジュ（Bashshār ‘ Imād bn Kanj ）ﺑﺸﺎر ﻋﻤﺎد ﺑﻦ ﻛﻨﺞ

7)

タイスィール・アブー・ファドル・ブン・イブラーヒーム（Taysīr Abū al-Faḍl bn Ibrāhīm ）ﺗﯿﺴﯿﺮ اﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ

8)

タイスィール・ナイーム・ブン・ファウワーズ（Taysīr Na‘īm bn Fawwāz ）ﺗﯿﺴﯿﺮ ﻧﻌﯿﻢ ﺑﻦ ﻓﻮاز

9)

ハーフィズ・ジャバーイー・ブン・ムハンナー（Ḥāfiẓ al-Jabā‘ī bn Muhannā ）ﺣﺎﻓﻆ اﻟﺠﺒﺎﻋﻲ ﺑﻦ ﻣﮭﻨﺎ

10) ラーイド・フライハーン・ブン・サルマーン（Rā’id Fulayḥān bn Salmān ）راﺋﺪ ﻓﻠﯿﺤﺎن ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن
11) ラーミズ・ズライカ・ブン・ナジーブ（Rāmiz Zurayqa bn Najīb ）راﻣﺰ زرﯾﻔﺔ ﺑﻦ ﻧﺠﯿﺐ
12) サフワーン・ラドワーン・ブン・ファーリス（Ṣafwān Raḍwān bn Fāris ）ﺻﻔﻮان رﺿﻮان ﺑﻦ ﻓﺎرس
13) アリー・ハッジャール・ブン・ニウマーン（‘Alī al-Ḥajjār bn Ni‘mān ）ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺠﺎر ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن
14) キファーフ・ハイユー・ブン・サルマーン（Kifāḥ Khayyū bn Salmān ）ﻛﻔﺎح ﺧﯿﻮ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن
15) マルワーン・シャーティル・ブン・ナーイフ（Marwān al-Shāṭir bn Nāyif ）ﻣﺮوان اﻟﺸﺎطﺮ ﺑﻦ ﻧﺎﯾﻒ
16) ムティーウ・シュカイル・ブン・ハマド（Muṭī‘ Shuqayr bn Ḥamad ）ﻣﻄﯿﻊ ﺷﻘﯿﺮ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ
17) ムウタスィム・アルバイド・ブン・ザイド（Mu‘taṣim al-‘Arbayd bn Zayd ）ﻣﻌﺘﺼﻢ اﻟﻌﺮﺑﯿﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ
18) マイーン・ジャガーミー・ブン・ファウワーズ（Ma‘īn al-Jaghāmī bn Fawwāz ）ﻣﻌﯿﻦ اﻟﺠﻐﺎﻣﻲ ﺑﻦ ﻓﻮاز
19) マムドゥーフ・ハーミド・ブン・マフムード（Mamdūḥ Ḥāmid bn Maḥmūd ）ﻣﻤﺪوح ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد
20) ナビール・スルターン・ブン・ハザーウ（Nabīl Sulṭān bn Hazā‘ ）ﻧﺒﯿﻞ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ھﺰاع
21) ナウワーフ・カルムーシャ・ブン・フムスィン（Nawwāf Qarmūsha bn Muḥsin ）ﻧﻮاف ﻗﺮﻣﻮﺷﺔ ﺑﻦ ﻣﺤﺴﻦ
22) ハーイル・ハルブ・ブン・アービド（Hāyil Ḥarb bn ‘Ābid ）ھﺎﯾﻞ ﺣﺮب ﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪ
23) ワーイル・マヒーサーウィー・ブン・ナスィーブ（Wā’il al-Maḥīthāwī bn Nasīb ）واﺋﻞ اﻟﻤﺤﯿﺜﺎوي ﺑﻦ ﻧﺴﯿﺐ
24) ワッダード・カンタール・ビント・アリー（Waddād al-Qanṭār Bint ‘Alī ）وداد اﻟﻘﻨﻄﺎر ﺑﻨﺖ ﻋﻠﻲ
25) ヤザン・サンマーン・ブン・ヤフヤー（Yazan al-Sammān bn Yaḥyā ）ﯾﺰن اﻟﺴﻤﺎن ﺑﻦ ﯾﺤﯿﻰ
14) クナイトラ県

第 1 部門
1)

アフマド・ジュムア・ブン・アワド（Aḥmad al-Jum‘abn ‘Awaḍ ）اﺣﻤﺪ اﻟﺠﻤﻌﮫ ﺑﻦ ﻋﻮض

2)

アフマド・ズィーブ・ブン・カースィム（Aḥmad Dhīb bn Qāsim ）اﺣﻤﺪ ذﯾﺐ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ

3)

アムジャド・ハマド・ブン・フサイン（Amjad al-Ḥamad bn Ḥusayn ）اﻣﺠﺪ اﻟﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ

4)

ジャースィム・サーリフ・ブン・ムハンマド（Jāsim al-Ṣāliḥ bn Muḥammad ）ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

5)

ハサン・タウィール・ブン・アーディル（Ḥasan al-Ṭawīl bn ‘Ādil ）ﺣﺴﻦ اﻟﻄﻮﯾﻞ ﺑﻦ ﻋﺎدل

6)

ハマド・クーマ・ブン・ムハンマド（Ḥamad al-Kūma bn Muḥammad ）ﺣﻤﺪ اﻟﻜﻮﻣﮫ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

7)

ハーリド・ラーフィー・ブン・ムスタファー（Khālid al-Lāfī bn Muṣṭafā ）ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻼﻓﻲ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ

8)

ラドワーン・シャマーリー・ブン・ハーリド（Raḍwān al-Shamālī bn Khālid ）رﺿﻮان اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ

9)

ズィヤード・アフマド・ブン・ムハンマド（Ziyād Aḥmad bn Muḥammad ）زﯾﺎد اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
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10) サーリフ・スワイド・ブン・サイード（Ṣāliḥ Suwayd bn Sa‘īd ）ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻮﯾﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ
11) アブドゥルハキーム・バクル・ブン・ファーディル（‘Abd al-Ḥakīm al-Bakr bn Fāḍil ）ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﯿﻢ اﻟﺒﻜﺮ ﺑﻦ ﻓﺎﺿﻞ
12) アドナーン・ハーリド・ブン・フサイン（‘Adnān al-Khālid bn Ḥusayn ）ﻋﺪﻧﺎن اﻟﺨﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ
13) アリー・ラーディー・ブン・マンスール（‘Alī al-Rāḍī bn Manṣūr ）ﻋﻠﻲ اﻟﺮاﺿﻲ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر
14) アリー・フライジュ・ブン・フサイン（‘Alī al-Furayj bn Ḥusayn ）ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺮﯾﺞ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ
15) フアード・ガリーブ・ブン・ムハンマド（Fu’ād Gharīb bn Muḥammad ）ﻓﺆاد ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
16) ファラジュ・サクル・ブン・サリーム（Faraj Ṣaqr bn Salīm ）ﻓﺮج ﺻﻘﺮ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻢ
17) ファリーダ・ナーハ・ビント・アブドゥッラティーフ（Farīda Nākha Bint ‘Abd al-Laṭīf ）ﻓﺮﯾﺪة ﻧﺎﺧﮫ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ
18) カースィム・ムハンマド・ブン・ムハンマド（Qāsim al-Muḥammad bn Muḥammad ）ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
19) ムハンマド・ジャブル・ブン・ハマド（Muḥammad al-Jabr bn Ḥamad ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﺮ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ
20) ムハンマド・ハーッジ・ブン・ナーイフ（Muḥammad al-Ḥajj bn Nāyif ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺎج ﺑﻦ ﻧﺎﯾﻒ
21) ムハンマド・ファドリー・ブン・アブドゥルアズィーズ（Muḥammad al-Faḍlī bn ‘Abd al-‘Azīz ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﻀﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ
22) ムハンマド・フナイフィス・ブン・アブドゥルハミード（Muḥammad Khunayfis bn ‘Abd al-Ḥamīd ）ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻨﯿﻔﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ
23) ムハンマド・ズィヤーブ・ブン・サーリフ（Muḥammad Dhiyāb bn Ṣāliḥ ）ﻣﺤﻤﺪ ذﯾﺎب ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ
24) ムハンマド・ナスルッディーン・ハルユーシュ・ブン・カーイン（Muḥammad Naṣr al-Dīn Kharyūsh bn Kāyin ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﺮ
）اﻟﺪﯾﻦ ﺧﺮﯾﻮش ﺑﻦ ﻛﺎﯾﻦ
25) ナスリーン・ウスマーン・ビント・ニザール（Nasrīn ‘Uthmān Bint Nizāl ）ﻧﺴﺮﯾﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻨﺖ ﻧﺰال
第 2 部門
1)

アフマド・ハサン・ブン・ムハンマド（Aḥmad al-Ḥasan bn Muḥammad ）اﺣﻤﺪ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

2)

アフマド・イード・ブン・イスマーイール（Aḥmad ‘Īd bn Ismā‘īl ）اﺣﻤﺪ ﻋﯿﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ

3)

アスアド・ムスタファー・ブン・ムスタファー（As‘ad al-Muṣṭafā bn Muṣṭafā ）اﺳﻌﺪ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ

4)

アイマン・ジャブル・ブン・ファーイズ（Ayman al-Jabr bn Fāyiz ）اﯾﻤﻦ اﻟﺠﺒﺮ ﺑﻦ ﻓﺎﯾﺰ

5)

バッサーム・ハザーウ・シャルアビー・アンズィー・ブン・マルイー（Bassām Hazā‘ al-Shar‘abī al-‘Anzī bn Mar‘ī ﺑﺴﺎم
）ھﺰاع اﻟﺸﺮﻋﺒﻲ اﻟﻌﻨﺰي ﺑﻦ ﻣﺮﻋﻲ

6)

フサイン・イスハーク・ブン・ムハンマド（Ḥusayn Isḥāq bn Muḥammad ）ﺣﺴﯿﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

7)

ハーリド・ジャルワーン・ブン・シャンワーン（Khālid Jarwān bn Shannān ）ﺧﺎﻟﺪ ﺟﺮوان ﺑﻦ ﺷﻨﻮان

8)

ドゥンヤー・マスウード・ビント・アブドゥルハミード（Dunyā al-Mas‘ūd Bint ‘Abd al-Ḥamīd ）دﻧﯿﺎ اﻟﻤﺴﻌﻮد ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ

9)

ラアファト・バッカール・ブン・ムハンマド（Ra‘fat Bakkār bn Muḥammad ）رأﻓﺖ ﺑﻜﺎر ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

10) ラシード・ダーヒル・ブン・アフマド（Rashīd al-Ḍāhir bn Aḥmad ）رﺷﯿﺪ اﻟﻀﺎھﺮ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
11) ザーイド・タッハーン・ブン・アブドゥッラッザーク（Zāyid a al-Taḥḥān bn ‘Abd al-Razzāq ）زاﯾﺪ اﻟﻄﺤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق
12) ザキー・アッバース・ブン・ムハンマド（Zakī ‘Abbās bn Muḥammad ）زﻛﻲ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
13) サーミル・ムーサー・ブン・アフマド（Sāmir Mūsā bn Aḥmad ）ﺳﺎﻣﺮ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
14) シハーダ・マルイー・ブン・マフムード（Shiḥāda al-Mar‘ī bn Maḥmūd ）ﺷﺤﺎده اﻟﻤﺮﻋﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد
15) シュクリー・シャティーウィー・ブン・サルティー（Shukrī Shatīwī bn Salṭū ）ﺷﻜﺮي ﺷﺘﯿﻮي ﺑﻦ ﺳﻠﻄﻲ
16) アブドゥッラー・シャリーダ・ブン・ハサン（‘Abd Allāh Sharīda bn Ḥasan ）ﻋﺒﺪﷲ ﺷﺮﯾﺪه ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
17) イーサー・マフムード・ブン・ムハンマド（‘Īsā Maḥmūd bn Muḥammad ）ﻋﯿﺴﻰ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
18) フィラース・ハフリー・ブン・ムハンマド（Firās al-Ḥafrī bn Muḥammad ）ﻓﺮاس اﻟﺤﻔﺮي ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
19) フムスィン・ズィーブ・ブン・ハーリド（Muḥsin Dhīb bn Khālid ）ﻣﺤﺴﻦ ذﯾﺐ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ
20) ムハンマド・サーミーヤ・ブン・アフマド・ターハー（Muḥammad al-Sāmiya bn Aḥmad Ṭāhā ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ طﮫ
21) マムドゥーフ・ターハー・ブン・サーリフ（Mamdūḥ Ṭāhā bn Ṣāliḥ ）ﻣﻤﺪوح طﮫ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ
22) ムワッファク・マーシャフジュ・ブン・ムニール（Muwaffaq Māshafj bn Munīr ）ﻣﻮﻓﻖ ﻣﺎﺷﻔﺞ ﺑﻦ ﻣﻨﯿﺮ
23) ヌールッディーン・ハッスーン・ブン・ムハンマド（Nūr al-Dīn Ḥassūn bn Muḥammad ）ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﻮن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
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24) ヌールッディーン・ムーサー・ブン・ハサン（Nūr al-Dīn Mūsā bn Ḥasan ）ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
25) ヒシャーム・ムハンマド・ブン・ムハンマド（Hishām al-Muḥammad bn Muḥammad ）ھﺸﺎم اﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

Ⅱ

県庁所在市議会選挙当選者

2018 年政令第 305 号（2018 年 10 月 2 日施行）で発表された各県の県庁所在市議会選挙（9 月 16 日投票）の当選者
は以下の通り。

1)

アレッポ市

第 1 部門
1)

アフマド・マダーラーティー・ブン・ウマル（Aḥmad Madārātī bn ‘Umar ）اﺣﻤﺪ ﻣﺪاراﺗﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ

2)

アフマド・ラフマーニー・ブン・ムハンマド・アリー（Aḥmad Raḥmānī bn Muḥammad ‘Alī ）اﺣﻤﺪ رﺣﻤﺎﻧﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ

3)

アフマド・アッサーニー・ブン・ナウワーフ（Aḥmad ‘Assānī bn Nawwāf ）اﺣﻤﺪ ﻋﺴﺎﻧﻲ ﺑﻦ ﻧﻮاف

4)

ウサーマ・アンジャリーニー・ブン・ムハンマド・ファーティフ（Usāma ‘Anjarīnī bn Muḥammad Fātiḥ اﺳﺎﻣﺔ ﻋﻨﺠﺮﯾﻨﻲ ﺑﻦ
）ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺗﺢ

5)

イルヤー・ザフール・ビント・ミーシール（Ilyā Zakhūr Bint Mīshīl ）اﻟﯿﺎ زﺧﻮر ﺑﻨﺖ ﻣﯿﺸﯿﻞ

6)

アントワーン・カラージャ・ブン・ジュールジュ（Anṭwān Qalāja bn Jūrj ）اﻧﻄﻮان ﻗﻼﺟﺔ ﺑﻦ ﺟﻮرج

7)

アイマン・アッカーブ・ブン・サーイル（Ayman al-’Akkāb bn Sāyir ）اﯾﻤﻦ اﻟﻌﻜﺎب ﺑﻦ ﺳﺎﯾﺮ

8)

バッシャール・カラーウィー・ブン・アフマド（Bashshār Kalāwī bn Aḥmad ）ﺑﺸﺎر ﻛﻼوي ﺑﻦ أﺣﻤﺪ

9)

ジハード・ムハンマド・サーリフ・ブン・ルワイユ（Jihād Muḥammad Ṣāliḥ bn Lu’ayy ）ﺟﮭﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻟﺆي

10) サイフッディーン・ハサン・ブン・ムハンマド（Sayf al-Dīn al-Ḥasan bn Muḥammad ）ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
11) アブドゥッラッザーク・アブー・ラース・ブン・アブドゥルハミード（‘Abd al-Razzāq Abū Rās bn ‘Abd al-Ḥamīd ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق
）اﺑﻮ راس ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ
12) アブドゥルカーディル・アツ・ウーガリー・ブン・ムスタファー（‘Abd al-Qādir Ats Ūghalī bn Muṣṭafā ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﺗﺶ اوﻏﻠﻲ
）ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ
13) アブドゥッラー・ジャッバーラ・ブン・ディーブ（‘Abd Allāh Jabbāra bn Dīb ）ﻋﺒﺪ ﷲ ﺟﺒﺎره ﺑﻦ دﯾﺐ
14) ファーリス・アブー・フダー・アブー・ダーン・ブン・ムハンマド・ラマダーン（Fāris Abū al-Hudā Abū Dān bn
Muḥammad Ramaḍān ）ﻓﺎرس اﺑﻮ اﻟﮭﺪى اﺑﻮ دان ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ رﻣﻀﺎن
15) ファーディル・ムハンナー・ブン・アフマド（Fāḍil Muhannā bn Aḥmad ）ﻓﺎﺿﻞ ﻣﮭﻨﺎ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
16) カマル・カンナーン・ビント・ムハンマド（Qamar Qannān Bint Muḥammad ）ﻗﻤﺮ ﻗﻨﺎن ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ
17) ムハンマド・アムジャド・ザイトゥーン・ブン・アブドゥルアズィーズ（Muḥammad Amjad Zaytūn bn ‘Abd al-‘Azīz ﻣﺤﻤﺪ
）اﻣﺠﺪ زﯾﺘﻮن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ
18) ムハンマド・ハラビー・ブン・バクルー（Muḥammad Ḥalabī bn Bakrī ）ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻠﺒﻲ ﺑﻦ ﺑﻜﺮي
19) ムハンマド・シャアバーン・サフリージュ・ブン・ムハンマド（Muḥammad Sha‘bān Ṣahrīj bn Muḥammad ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻌﺒﺎن
）ﺻﮭﺮﯾﺞ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
20) マフムード・アンバル・ブン・ムハンマド（Maḥmūd ‘Anbar bn Muḥammad ）ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻨﺒﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
21) ムルハフ・アミール・ブラーク・ブン・アフマド・サミール（Murhaf Amīr Burāq bn Aḥmad Samīr ﻣﺮھﻒ اﻣﯿﺮ ﺑﺮاق ﺑﻦ أﺣﻤﺪ
）ﺳﻤﯿﺮ
22) ムアッド・ムドリジー・ブン・サービト（Mu‘add al-Mudlijī bn Thābit ）ﻣﻌﺪ اﻟﻤﺪﻟﺠﻲ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ
23) マイヤーダ・タンジー・ビント・カースィム（Mayyāda al-Tanjī Bint Qāsim ）ﻣﯿﺎدة اﻟﺘﻨﺠﻲ ﺑﻨﺖ ﻗﺎﺳﻢ
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24) ナーイラ・シャフード・ビント・ミーシール（Nāyila Shaḥūd Bint Mīshīl ）ﻧﺎﯾﻠﮫ ﺷﺤﻮد ﺑﻨﺖ ﻣﯿﺸﯿﻞ
25) ハザーウ・ハブラーウィー・ブン・アブドゥルガニー（Hazā‘ al-Habrāwī bn ‘Abd al-Ghanī ）ھﺰاع اﻟﮭﺒﺮاوي ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ
第 2 部門
1)

アフマド・ヤースィル・ファーリス・ブン・マフムード（Aḥmad Yāsir Fāris bn Maḥmūd ）اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﺮ ﻓﺎرس ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد

2)

イリヤース・サッカール・ブン・ジュールジュ（Iliyās Ṣaqqāl bn Jūrj ）اﻟﯿﺎس ﺻﻘﺎل ﺑﻦ ﺟﻮرج

3)

イーリー・カラーフ・ブン・サミール・サリーバ（Īlī Kalāḥ bn Samīr Ṣalība ）إﯾﻠﻲ ﻛﻼح ﺑﻦ ﺳﻤﯿﺮ ﺻﻠﯿﺒﺔ

4)

ジャマールッディーン・ナージフ・ブン・ムスタファー（Jamāl al-Dīn Nājiḥ bn Muṣṭafā ）ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻧﺎﺟﺢ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ

5)

ハサン・ハディージャ・ブン・マフムード（Ḥasan Khadīja bn Maḥmūd ）ﺣﺴﻦ ﺧﺪﯾﺠﮫ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد

6)

ハサン・カアカ・ブン・アフマド（Ḥasan Ka‘ka bn Aḥmad ）ﺣﺴﻦ ﻛﻌﻜﺔ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ

7)

ハリール・バービー・ブン・ムハンマド（Khalīl Bābī bn Muḥammad ）ﺧﻠﯿﻞ ﺑﺎﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

8)

サフワーン・シュワー・ブン・ムハンマド（Ṣafwān Shuwā bn Muḥammad ）ﺻﻔﻮان ﺷﻮى ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

9)

サラーフッディーン・カウニーヤ・リー・ブン・ウスマーン（Ṣalāḥ al-Dīn Qawnīya Lī bn ‘Uthmān ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﻗﻮﻧﯿﮫ ﻟﻲ ﺑﻦ
）ﻋﺜﻤﺎن

10) アリー・ナッバハーン・ブン・ウスマーン（‘Alī al-Nabbahān bn ‘Uthmān ）ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺒﮭﺎن ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن
11) アリー・シャヒード・ブン・ムハンマド（‘Alī Shahīd bn Muḥammad ）ﻋﻠﻲ ﺷﮭﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
12) アンマール・ダーヒル・ブン・アフマド・ヤースィル（‘Ammār Dākhil bn Aḥmad Yāsir ）ﻋﻤﺎر داﺧﻞ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﺮ
13) アンマール・サーディク・ブン・アスアド（‘Ammār Ṣādiq bn As‘ad ）ﻋﻤﺎر ﺻﺎدق ﺑﻦ اﺳﻌﺪ
14) ファーディー・アミーン・ブン・ファウズィー（Fādī al-Amīn bn Fawzī ）ﻓﺎدي اﻻﻣﯿﻦ ﺑﻦ ﻓﻮزي
15) ムハンマド・イヤード・サルミーニー・ブン・アフマド・サービト（Muḥammad Iyād Sarmīnī bn Aḥmad Thābit ﻣﺤﻤﺪ اﯾﺎد
）ﺳﺮﻣﯿﻨﻲ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺛﺎﺑﺖ
16) ムハンマド・アイマン・ハッラーク・ブン・アブドゥルカリーム（Muḥammad Ayman Ḥallāq bn ‘Abd al-Karīm ﻣﺤﻤﺪ اﯾﻤﻦ
）ﺣﻼق ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ
17) ムハンマド・ジャマール・アラブ・ブン・アブドゥッラー（Muḥammad Jamāl ‘Arab bn ‘Abd Allāh ）ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎل ﻋﺮب ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ
18) ムハンマド・ジャマール・クナイファーティー・ブン・マフムード（Muḥammad Jamāl Kunayfātī bn Maḥmūd ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎل
）ﻛﻨﯿﻔﺎﺗﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد
19) ムハンマド・ザーヒル・ダッシャーン・ブン・ムハンマド・マーヒル（Muḥammad Zāhir Dashshān bn Muḥammad Māhir
）ﻣﺤﻤﺪ زاھﺮ دﺷﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎھﺮ
20) ムハンマド・サーリフ・アフマド・ブン・アフマド（Muḥammad Ṣāliḥ al-Aḥmad bn Aḥmad ）ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻻﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
21) ムハンマド・アーリフ・ハラビー・ブン・アブドゥルハミード（Muḥammad ‘Ārif Ḥalabī bn ‘Abd al-Ḥamīd ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎرف ﺣﻠﺒﻲ
）ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ
22) ムハンマド・ナイーム・ザーヒド・ブン・ハマド・ファフルッディーン（Muḥammad Na‘īm Zahid bn Ḥamad Fakhr al-Dīn
）ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﯿﻢ زاھﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﻓﺨﺮ اﻟﺪﯾﻦ
23) ムハンマド・ナワーイ・ブン・アブドゥルアズィーズ（Muḥammad Nawāy bn ‘Abd al-‘Azīz ）ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮاي ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ
24) マフムード・カイヤーリー・ブン・アフマド（Maḥmūd Kayyārī bn Aḥmad ）ﻣﺤﻤﻮد ﻛﯿﺎري ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
25) ナハー・ジャブカジー・ビント・アスアド（Nahā Jabqajī Bint As‘ad ）ﻧﮭﻰ ﺟﺒﻘﺠﻲ ﺑﻨﺖ اﺳﻌﺪ
2)

ヒムス市

第 1 部門
1)

イヤード・タイイブー・ブン・ナウワーフ（Iyād Ṭayyibū bn Nawwāf ）اﯾﺎد طﯿﺒﻮ ﺑﻦ ﻧﻮاف

2)

イーマーン・アバーラ・ビント・ムハンマド・ファールーク（Īmān ‘Abāra Bint Muḥammad Fārūq ）اﯾﻤﺎن ﻋﺒﺎرة ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎروق
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3)

イーナース・バーイクリー・ビント・アブドゥルムウミン（Bāyiqlī Bint ‘Abd al-Mu’min ）اﯾﻨﺎس ﺑﺎﯾﻘﻠﻲ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺆﻣﻦ

4)

フサイン・アシュカル・ブン・アフマド（Ḥusayn al-Ashqar bn Aḥmad ）ﺣﺴﯿﻦ اﻻﺷﻘﺮ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ

5)

ダッラール・ダアクール・ビント・アリー（Dallāl Da‘kūr Bint ‘Alī ）دﻻل دﻋﻜﻮر ﺑﻨﺖ ﻋﻠﻲ

6)

ラナー・ファイサル・ビント・サーリフ（Ranā Fayṣal Bint al-Ṣāliḥ ）رﻧﺎ ﻓﯿﺼﻞ ﺑﻨﺖ اﻟﺼﺎﻟﺢ

7)

シャズィー・フドゥール・ビント・ハーシム（Shadhī al-Khuḍūr Bint Hāshim ）ﺷﺬى اﻟﺨﻀﻮر ﺑﻨﺖ ھﺎﺷﻢ

8)

サフワーン・ガンターウィー・ブン・ハーリド（Ṣafwān al-Ghanṭāwī bn Khālid ）ﺻﻔﻮان اﻟﻐﻨﻄﺎوي ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ

9)

ターリク・ハッサーンッディーン・ブン・ムハンマド・ファールーク（Ṭāriq Ḥassān al-Dīn bn Muḥammad Fārūq طﺎرق
）ﺣﺴﺎن اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎروق

10) ターリブ・ハサン・ブン・ハリール（Ṭālib al-Ḥasan bn Khalīl ）طﺎﻟﺐ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺧﻠﯿﻞ
11) アブドゥッラー・バウワーブ・ブン・イフサーン（‘Abd Allāh al-Bawwāb bn Iḥsān ）ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺒﻮاب ﺑﻦ اﺣﺴﺎن
12) ファーリス・ムーサッリー・ブン・ムフタール（Fāris Mūṣallī bn Mukhtār ）ﻓﺎرس ﻣﻮﺻﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺨﺘﺎر
13) ルーリース・サッルーム・ビント・クライム（Lūrīs Sallūm Bint Kulaym ）ﻟﻮرﯾﺲ ﺳﻠﻮم ﺑﻨﺖ ﻛﻠﯿﻢ
14) ムアンニス・ジャラーイヒー・ブン・アブー・ナスル（Mu’annis al-Jarāyiḥī bn Abū al-Naṣr ）ﻣﺆﻧﺲ اﻟﺠﺮاﯾﺤﻲ ﺑﻦ اﺑﻮ اﻟﻨﺼﺮ
15) ムハンマド・サッルーム・ブン・フサイン（Muḥammad al-Sallūm bn Ḥusayn ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻠﻮم ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ
16) ムハンマド・ラスミー・スィバーイー・ブン・サーミー（Muḥammad Rasmī al-Sibā‘ī bn Sāmī ）ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻤﻲ اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ ﺑﻦ ﺳﺎﻣﻲ
17) ムハンマド・ムジャーヒド・シャイフ・ウスマーン・ブン・ナイーム（Muḥammad Mujāhid Shayhk ‘Uthmān bn Na‘īm
）ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﺎھﺪ ﺷﯿﺦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻧﻌﯿﻢ
18) ムハンマド・ムハンナド・ニーファーウィー・ブン・ワリード（Muḥammad Muhannad al-Nīfāwī bn Walīd ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮭﻨﺪ اﻟﻨﯿﻔﺎوي
）ﺑﻦ وﻟﯿﺪ
19) ムハンマド・ナビール・キーシー・ブン・ラーティブ（Muḥammad Nabīl Kīshī bn Rātib ）ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﯿﻞ ﻛﯿﺸﻲ ﺑﻦ راﺗﺐ
20) ムルタダー・ディーブー・ブン・أヌール（Murtaḍā Dībū bn Anwar ）ﻣﺮﺗﻀﻰ دﯾﺒﻮ ﺑﻦ أﻧﻮر
21) ムルハフ・マンスール・ブン・ナスル（Murhaf Manṣūr bn Naṣr ）ﻣﺮھﻒ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻧﺼﺮ
22) マリヤム・ミシュアル・ビント・イッズッディーン（Mariyam Mish‘al Bint ‘ Izz al-Dīn ）ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺸﻌﻞ ﺑﻨﺖ ﻋﺰ اﻟﺪﯾﻦ
23) ムフィーダ・ザフラ・ビント・ハサン（Mufīda Zahra Bint Ḥasan ）ﻣﻔﯿﺪة زھﺮه ﺑﻨﺖ ﺣﺴﻦ
24) ニダール・ダーギスターニー・ブン・アブドゥルガッファール（Niḍāl Dāghistānī bn ‘Abd al-Ghaffār ﻧﻀﺎل داﻏﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
）اﻟﻐﻔﺎر
25) ヤースィル・ムハンマド・ブン・フサイン（Yāsir al-Muḥammad bn Ḥusayn ）ﯾﺎﺳﺮ اﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ
第 2 部門
1)

ウサーマ・カースィミー・ブン・マムドゥーフ（Usāma al-Qāsimī bn Mamdūḥ ）اﺳﺎﻣﺔ اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ ﺑﻦ ﻣﻤﺪوح

2)

アスアド・シャフラー・ブン・ジャミール（As‘ad Shahlā bn Jamīl ）اﺳﻌﺪ ﺷﮭﻼ ﺑﻦ ﺟﻤﯿﻞ

3)

アイマン・シャラフー・ブン・ガーリブ（Ayman Sharafū bn Ghālib ）اﯾﻤﻦ ﺷﺮﻓﻮ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ

4)

ジハード・スルール・ブン・ムハンマド（Jihād Surūr bn Muḥammad ）ﺟﮭﺎد ﺳﺮور ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

5)

ハッサーン・ハワージャ・ブン・ヤフヤー（Ḥassān al-Khawāja bn Yaḥyā ）ﺣﺴﺎن اﻟﺨﻮاﺟﮫ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﻰ

6)

ダーリーン・ドゥユーブ・ビント・イーサー（Dārīn Duyūb Bint ‘Īsā ）دارﯾﻦ دﯾﻮب ﺑﻨﺖ ﻋﯿﺴﻰ

7)

サマル・シャーヒーン・ビント・アブドゥルカリーム（Samr Shāhīn Bint ‘Abd al-Karīm ）ﺳﻤﺮ ﺷﺎھﯿﻦ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ

8)

タラール・ハラール・ブン・マフムード（Ṭalāl Halāl bn Maḥmūd ）طﻼل ھﻼل ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد

9)

アブドゥルカーフィー・タルーン・ブン・アブドゥルハミード（‘Abd al-Kāfī al-Ṭarūn bn ‘Abd al-Ḥamīd ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺎﻓﻲ اﻟﻄﺮون ﺑﻦ
）ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ

10) アラー・シャムスィー・バーシャー・ブン・ファーイズ（‘Alā’ Shamī Bāshā bn Fā’iz ）ﻋﻼء ﺷﻤﺴﻲ ﺑﺎﺷﺎ ﺑﻦ ﻓﺎﺋﺰ
11) カースィム・ドゥーム・ブン・アリー（Qāsim Dūm bn ‘Alī ）ﻗﺎﺳﻢ دوم ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
12) クライシュ・サフルール・ブン・マムドゥーフ（Quraysh Saḥlūl bn Mamdūḥ ）ﻗﺮﯾﺶ ﺳﺤﻠﻮل ﺑﻦ ﻣﻤﺪوح
13) ムハンマド・バドル・トゥライマート・ブン・ディヤー（Muḥammad Badr Ṭulaymāt bn Ḍiyā’ ）ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪر طﻠﯿﻤﺎت ﺑﻦ ﺿﯿﺎء
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14) ムハンマド・バッシャール・タッバーン・ブン・マムドゥーフ（Muḥammad Bashshār al-Tabbān bn Mamdūḥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﺎر
）اﻟﺘﺒﺎن ﺑﻦ ﻣﻤﺪوح
15) ムハンマド・ジャースィル・アブー・ハイル・ブン・カマール（Muḥammad Jāsir Abū al-Khayr bn Kamāl ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﺳﺮ اﺑﻮ
）اﻟﺨﯿﺮ ﺑﻦ ﻛﻤﺎل
16) ムハンマド・ワリード・スィバーイー・ブン・アブドゥルバースィト（Muḥammad Walīd al-Sibā‘ī bn ‘Abd al-Bāsiṭ ﻣﺤﻤﺪ وﻟﯿﺪ
）اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ
17) ムフリス・ワファーイー・ブン・ムハンマド・サーリフ（Mukhliṣ al-Wafā’ī bn Muḥammad Ṣāliḥ ）ﻣﺨﻠﺺ اﻟﻮﻓﺎﺋﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ
18) マルワーン・アブディー・ブン・スライマーン（Marwān al-‘Abdī bn Sulaymān ）ﻣﺮوان اﻟﻌﺒﺪي ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن
19) マラーッズ・マイラス・ブン・アブドゥルマジード（Malādhdh Maylaṣ bn ‘Abd al-Majīd ）ﻣﻼذ ﻣﯿﻠﺺ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ
20) ナーディル・アフーフ・ブン・ガーニム（Nādir ‘Afūf bn Ghānim ）ﻧﺎدر ﻋﻔﻮف ﺑﻦ ﻏﺎﻧﻢ
21) ナースィル・スライマーン・ブン・サアド（Nāṣir Sulaymān bn Sa‘d ）ﻧﺎﺻﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﺪ
22) ナースィル・アッブード・ブン・ジャミール（Nāṣir ‘Abbūd bn Jamīl ）ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﻮد ﺑﻦ ﺟﻤﯿﻞ
23) ヤースィル・マシャーリカ・ブン・ハーリド（Yāsir Mashāriqa bn Khālid ）ﯾﺎﺳﺮ ﻣﺸﺎرﻗﺔ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ
24) ヤフヤー・カンヤール・ブン・バラカート（Yaḥyā Kanyār bn Barakāt ）ﯾﺤﯿﻰ ﻛﻨﯿﺎر ﺑﻦ ﺑﺮﻛﺎت
25) ユースフ・カースィム・ブン・アブドゥッラフマーン（Yūsuf Qāsim bn ‘Abd al-Raḥmān ）ﯾﻮﺳﻒ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ
3)

ハマー市

第 1 部門
1)

アフマド・ウマル・ブン・アブドゥルカーディル（Aḥmad al-‘Umar bn ‘Abd al-Qādir ）اﺣﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر

2)

バースィム・タリーティー・ブン・アブドゥッラッザーク（Bāsim Talītī bn ‘Abd al-Razzāq ）ﺑﺎﺳﻢ ﺗﻠﯿﺘﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق

3)

ジャマール・ジャドアーン・ブン・アブドゥルカーディル（Jamāl Jad‘ān bn ‘Abd al-Qādir ）ﺟﻤﺎل ﺟﺪﻋﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر

4)

ジハード・アダーウィス・ブン・ムハンマド（Jihād ‘Adāwis bn Muḥammad ）ﺟﮭﺎد ﻋﺪاوس ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

5)

ヒヤーン・アルワーニー・ブン・スブヒー（Ḥiyān al-‘Alwanī bn Ṣubḥī ）ﺣﯿﺎن اﻟﻌﻠﻮاﻧﻲ ﺑﻦ ﺻﺒﺤﻲ

6)

ハーリド・ミスリー・ブン・アリー（Khālid al-Miṣrī bn ‘Alī ）ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﺼﺮي ﺑﻦ ﻋﻠﻲ

7)

ハルドゥーン・アブドゥッラッザーク・ブン・ラフィーク（Khaldūn al-‘Abd al-Razzāq bn Rafīq ）ﺧﻠﺪون اﻟﻌﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺑﻦ رﻓﯿﻖ

8)

ザカリヤー・ブスターニー・ファトゥーヒー・ブン・フアード（Zakariyā Bustānī al-Fatūḥī bn Fu’ād ）زﻛﺮﯾﺎ ﺑﺴﺘﺎﻧﻲ اﻟﻔﺘﻮﺣﻲ ﺑﻦ ﻓﺆاد

9)

ザキー・ハッダード・ブン・アブドゥルマスィーフ（Zakī Ḥaddād bn ‘Abd al-Masīḥ ）زﻛﻲ ﺣﺪاد ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺴﯿﺢ

10) サーミル・アースィー・ブン・サミーフ（Sāmir al-‘Āṣī bn Samīḥ ）ﺳﺎﻣﺮ اﻟﻌﺎﺻﻲ ﺑﻦ ﺳﻤﯿﺢ
11) スーサン・ウラービー・ビント・スライマーン（Sūsan ‘Urābī Bint Sulaymān ）ﺳﻮﺳﻦ ﻋﺮاﺑﻲ ﺑﻨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن
12) サバーフ・ムラード・ビント・ナアサーン（Ṣabāḥ Murād Bint Na‘sān ）ﺻﺒﺎح ﻣﺮاد ﺑﻨﺖ ﻧﻌﺴﺎن
13) ターリク・スルターン・ブン・アフマド（Ṭāriq Sulṭān bn Aḥmad ）طﺎرق ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
14) アブドゥッラッザーク・ハリール・ブン・ハリール（‘Abd al-Razzāq al-Khalīl bn Khalīl ）ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺨﻠﯿﻞ ﺑﻦ ﺧﻠﯿﻞ
15) アブドゥッラッザーク・サーリム・ブン・ムハンマド（‘Abd al-Razzāq Sālim bn Muḥammad ）ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
16) アブドゥルカリーム・ムラード・アーガー・ブン・ムハンマド（‘Abd al-Karīm Murād Āghā bn Muḥammad ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻣﺮاد
）اﻏﺎ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
17.アブドゥンナースィル・ウルファ・ブン・アブドゥルマイーン（‘Abd al-Nāṣir ‘Urfa bn ‘Abd al-Ma‘īn ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻋﺮﻓﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
）اﻟﻤﻌﯿﻦ
18) アドナーン・シャーミー・ブン・アブドゥッサラーム（‘Adnān al-Shāmī bn ‘Abd al-Salām ）ﻋﺪﻧﺎن اﻟﺸﺎﻣﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم
19) アドナーン・タイヤール・ブン・ヤフヤー（‘Adnān al-Ṭayyār bn Yaḥyā ）ﻋﺪﻧﺎن اﻟﻄﯿﺎر ﺑﻦ ﯾﺤﯿﻰ
20) イサーム・ファッラー・ブン・アブドゥルハミード（‘ Iṣām al-Farrā bn ‘Abd al-Ḥamīd ）ﻋﺼﺎم اﻟﻔﺮا ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ
21) フィラース・マリキー・ブン・イブラーヒーム（Firās al-Malikī bn Ibrāhīm ）ﻓﺮاس اﻟﻤﻠﻜﻲ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ
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22) ファウワーズ・カルディーシュ・マアッラーウィー・ブン・ムハンマド・ディーブ（Fawwāz Kardīsh Ma‘arrāwī bn
Muḥammad Dīb ）ﻓﻮاز ﻛﺮدﯾﺶ ﻣﻌﺮاوي ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ دﯾﺐ
23) ムハンマド・アッタール・ブン・アブドゥルカリーム（Muḥammad al-‘Aṭṭār bn ‘Abd al-Karīm ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻄﺎر ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ
24) ムハンマド・リヤード・カルバーン・バールーディー・ブン・ナアサーン（Muḥammad Riyāḍ Qarbān Bārūdī bn Na‘sān
）ﻣﺤﻤﺪ رﯾﺎض ﻗﺮﺑﺎن ﺑﺎرودي ﺑﻦ ﻧﻌﺴﺎن
25) ムハンマド・シャラービー・ブン・ムアーウィヤ（Muḥammad Sharābī bn Mu‘āwiya ）ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮاﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﺔ
26) ムルハフ・ハーッジ・ザイン・ブン・サーリフ（Murhaf al-Ḥajj Zayn bn Ṣāliḥ ）ﻣﺮھﻒ اﻟﺤﺎج زﯾﻦ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ
27) マスアブ・ウワイル・ブン・アブドゥルカーディル（Maṣ‘ab al-’Uwayr bn ‘Abd al-Qādir ）ﻣﺼﻌﺐ اﻟﻌﻮﯾﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر
28) ムアーウィヤ・ジャルジャナーズィー・ブン・アブドゥルカーディル（Mu‘āwiya Jarjanāzī bn ‘Abd al-Qādir ﻣﻌﺎوﯾﺔ
）ﺟﺮﺟﻨﺎزي ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر
29) マイヤーダ・タラーウィー・ビント・アドナーン（Mayyāda Talāwī Bint ‘Adnān ）ﻣﯿﺎدة ﺗﻼوي ﺑﻨﺖ ﻋﺪﻧﺎن
30) ヤフヤー・サラーマ・ブン・フムスィン（Yaḥyā Salāma bn Muḥsin ）ﯾﺤﯿﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺑﻦ ﻣﺤﺴﻦ
第 2 部門
1)

タマーム・ハリーフ・ブン・ムスタファー（Tammām Khalīf bn Muṣṭafā ）ﺗﻤﺎم ﺧﻠﯿﻒ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ

2)

ハーズィム・ファナール・ブン・マイサル（Ḥāzim Fanār bn Maysar ）ﺣﺎزم ﻓﻨﺎر ﺑﻦ ﻣﯿﺴﺮ

3)

ハーリド・ハラビーヤ・ブン・サイード（Khālid al-Ḥalabīya bn Sa‘īd ）ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺤﻠﺒﯿﺔ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ

4)

ラドワーン・ジャミーヤ・ブン・ハサン（Raḍwān Jamīya bn Ḥasan ）رﺿﻮان ﺟﻤﯿﺔ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ

5)

サーミル・ザリーフ・ブン・ムーリース（Sāmir al-Ẓarīf bn Mūrīs ）ﺳﺎﻣﺮ اﻟﻈﺮﯾﻒ ﺑﻦ ﻣﻮرﯾﺲ

6)

サフワーン・サムサーム・ブン・ムハンマド・タイスィール（Ṣafwān al-Ṣamṣām bn Muḥammad Taysīr ﺻﻔﻮان اﻟﺼﻤﺼﺎم ﺑﻦ
）ﻣﺤﻤﺪ ﺗﯿﺴﯿﺮ

7)

アーリフ・マンスール・ブン・アブドゥルカーディル（‘Ārif al-Manṣūr bn ‘Abd al-Qādir ）ﻋﺎرف اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر

8)

アブドゥルイラーフ・カッサーブ・バーシー・ブン・アドナーン（‘Abd al-Ilāh Qaṣṣāb Bāshī bn ‘Adnān ﻋﺒﺪ اﻻﻟﮫ ﻗﺼﺎب ﺑﺎﺷﻲ
）ﺑﻦ ﻋﺪﻧﺎن

9)

アブドゥルカーフィー・ウクダ・ブン・ムハンマド・ディーブ（‘Abd al-Kārī ‘Uqda bn Muḥammad Dīb ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻋﻘﺪة ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
）دﯾﺐ

10) イマード・バーシューリー・ブン・アドハム（‘ Imād Bāshūrī bn Adham ）ﻋﻤﺎد ﺑﺎﺷﻮري ﺑﻦ ادھﻢ
11) フアード・カイード・ブン・ムフタール（Fu’ād Ka’īd bn Mukhtār ）ﻓﺆاد ﻛﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺨﺘﺎر
12) ファイサル・ナーイフ・ハーッジ・アフマド・ブン・ハーリド（Fayṣal al-Nāyif al-Ḥajj Aḥmad bn Khālid ﻓﯿﺼﻞ اﻟﻨﺎﯾﻒ اﻟﺤﺎج
）اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ
13) マーヒル・ミスリー・ブン・ムフリス（Māhir al-Miṣrī bn Mukhliṣ ）ﻣﺎھﺮ اﻟﻤﺼﺮي ﺑﻦ ﻣﺨﻠﺺ
14) ムハンマド・ハーニー・ブン・アフマド（Muḥammad al-Khānī bn Aḥmad ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻧﻲ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
15) ムハンマド・アーミル・カズカズ・ブン・ムスタファー（Muḥammad ‘Āmir Kazkaz bn Muṣṭafā ）ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻣﺮ ﻛﺰﻛﺰ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ
16) ムハンマド・ワヒード・アスワド・ブン・ムワッファク（Muḥammad Waḥīd al-Aswad bn Muwaffaq ）ﻣﺤﻤﺪ وﺣﯿﺪ اﻻﺳﻮد ﺑﻦ ﻣﻮﻓﻖ
17) マスアフ・アスファル・ブン・ハーリド（Mas‘af al-Aṣfar bn Khālid ）ﻣﺴﻌﻒ اﻻﺻﻔﺮ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ
18) ムスタファー・ファラフ・ブン・ユースフ（Muṣṭafā al-Farakh bn Yūsuf ）ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻔﺮخ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ
19) ムウタッズ・アルワーニー・ブン・フィルドゥース（Mu‘tazz al-‘Alwanī bn Firdūs ）ﻣﻌﺘﺰ اﻟﻌﻠﻮاﻧﻲ ﺑﻦ ﻓﺮدوس
20) ヤースィーン・カンダクジー・ブン・マフムード（Yāsīn Qandaq-jī bn Maḥmūd ）ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻗﻨﺪﻗﺠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد
4)

ラタキア市

第 1 部門
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アフマド・ムナー・ブン・ハリール（Aḥmad Munā bn Khalīl ）اﺣﻤﺪ ﻣﻨﺎ ﺑﻦ ﺧﻠﯿﻞ

2)

イブラーヒーム・バスナー・ブン・アズィーズ（Ibrāhīm Basnā bn ‘Azīz ）اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﺴﻨﺎ ﺑﻦ ﻋﺰﯾﺰ

3)

アルカーン・イブラーヒーム・ブン・マフムード（Arkān Ibrāhīm bn Maḥmūd ）ارﻛﺎن اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد

4)

ジャアファル・アブー・バーラー・ブン・スィッディーク（Ja‘far Abū Bālā bn Ṣiddīq ）ﺟﻌﻔﺮ اﺑﻮ ﺑﺎﻻ ﺑﻦ ﺻﺪﯾﻖ

5)

ハーティム・ラジャブ・ブン・ラジャブ（Ḥātim Rajab bn Rajab ）ﺣﺎﺗﻢ رﺟﺐ ﺑﻦ رﺟﺐ

6)

ハサン・サブウ・ライル・ブン・ムハンマド（Ḥasan Sab‘ al-Layl bn Muḥammad ）ﺣﺴﻦ ﺳﺒﻊ اﻟﻠﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

7)

ハウラ・ワッザ・ビント・ファフル（Khawla al-Wazza Bint Fakhr ）ﺧﻮﻟﺔ اﻟﻮزة ﺑﻨﺖ ﻓﺨﺮ

8)

リヤード・ハマド・ブン・ユースフ（Riyāḍ Ḥamad bn Yūsuf ）رﯾﺎض ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ

9)

ザフルッツディーン・クハイラ・ブン・ムハンマド（Zahr al-Dīn Kuḥayla bn Muḥammad ）زھﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﻛﺤﯿﻠﺔ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
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10) シャーディー・ジャッブール・ブン・アンワル（Shādī Jabbūr bn Anwar ）ﺷﺎدي ﺟﺒﻮر ﺑﻦ اﻧﻮر
11) シャウキー・ヤースィーン・ブン・ハサン（Shawqī Yāsīn bn Ḥasan ）ﺷﻮﻗﻲ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
12) サフル・ファフルー・ブン・ムニール（Ṣakhr Fakhrū bn Munīr ）ﺻﺨﺮ ﻓﺨﺮو ﺑﻦ ﻣﻨﯿﺮ
13) ターリク・バラカート・ブン・ワフィーク（Ṭāriq Barakāt bn Wafīq ）طﺎرق ﺑﺮﻛﺎت ﺑﻦ وﻓﯿﻖ
14) アビール・フドル・ビント・アリー（‘Abīr Khuḍr Bint ‘Alī ）ﻋﺒﯿﺮ ﺧﻀﺮ ﺑﻨﺖ ﻋﻠﻲ
15) アッザーム・スライティーン・ブン・ムハンマド（‘Azzām Sulayṭīn bn Muḥammad ）ﻋﺰام ﺳﻠﯿﻄﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
16) イマード・ダーウド・ブン・マフムード（‘ Imād Dā’ud bn Maḥmūd ）ﻋﻤﺎد داؤد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد
17) イマード・サイイダ・ブン・ムスタファー・カマール（‘ Imād Sayyida bn Muṣṭafā Kamāl ）ﻋﻤﺎد ﺳﯿﺪه ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻤﺎل
18) フィラース・リーハーウィー・ブン・アブドゥルカーディル（Firās Rīḥāwī bn ‘Abd al-Qādir ）ﻓﺮاس رﯾﺤﺎوي ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر
19) フィルドゥース・カンジャザーウィー・ビント・アフマド（Firdūs Qanjazāwī Bint Aḥmad ）ﻓﺮدوس ﻗﻨﺠﺰاوي ﺑﻨﺖ اﺣﻤﺪ
20) リーンダ・タフーフ・ビント・アリー（Līnda Tafūḥ Bint ‘Alī ）ﻟﯿﻨﺪه ﺗﻔﻮح ﺑﻨﺖ ﻋﻠﻲ
21) ムハンマド・サイード・ワキール・ブン・イサーム（Muḥammad Sa‘īd Wakīl bn ‘ Iṣām ）ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ وﻛﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﺼﺎم
22) マンハル・ワフム・ブン・ヒクマート（Manhal al-Wahm bn Ḥikmāt ）ﻣﻨﮭﻞ اﻟﻮھﻢ ﺑﻦ ﺣﻜﻤﺎت
23) ナビール・シャリーキー・ブン・ナディーム（Nabīl Sharīfī bn Nadīm ）ﻧﺒﯿﻞ ﺷﺮﯾﻘﻲ ﺑﻦ ﻧﺪﯾﻢ
24) ヌーフ・ヌーフ・ブン・アリー（Nūḥ Nūḥ bn ‘Alī ）ﻧﻮح ﻧﻮح ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
25) ワーイル・シャアブー・ブン・ラシード（Wā’il Sha‘bū bn Rashīd ）واﺋﻞ ﺷﻌﺒﻮ ﺑﻦ رﺷﯿﺪ
第 2 部門
1)

アフマド・アシュカル・ブン・ナディーム（Aḥmad Ashqar bn Nadīm ）اﺣﻤﺪ اﺷﻘﺮ ﺑﻦ ﻧﺪﯾﻢ

2)

アイマン・ウムラーン・ブン・ナディーム（Ayman ‘Umrān bn Nadīm ）اﯾﻤﻦ ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﻧﺪﯾﻢ

3)

バースィル・サアブ・ブン・ジュールジュ（Bāsil Ṣa‘b bn Jūrj ）ﺑﺎﺳﻞ ﺻﻌﺐ ﺑﻦ ﺟﻮرج

4)

バドル・シャリーキー・ブン・アブドゥルカーディル（Badr Sharīfī bn ‘Abd al-Qādir ）ﺑﺪر ﺷﺮﯾﻘﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر

5)

サーイル・ハサン・ブン・ジャウダト（Thā’ir Ḥasan bn Jawdat ）ﺛﺎﺋﺮ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺟﻮدت

6)

ジャマール・ワッザーン・ブン・アフマド（Jamāl Wazzān bn Aḥmad ）ﺟﻤﺎل وزان ﺑﻦ اﺣﻤﺪ

7)

フサーム・ヤースィーン・ブン・ジャミール（Ḥusām Yāsīn bn Jamīl ）ﺣﺴﺎم ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺑﻦ ﺟﻤﯿﻞ

8)

ラースィム・ミスリー・ブン・アフマド（Rāsim Miṣrī bn Aḥmad ）راﺳﻢ ﻣﺼﺮي ﺑﻦ اﺣﻤﺪ

9)

ラビーウ・サルヒール・ブン・トゥルキー（Rabī‘ Sarḥīl bn Turkī ）رﺑﯿﻊ ﺳﺮﺣﯿﻞ ﺑﻦ ﺗﺮﻛﻲ

10) アーミル・ファッハーム・ブン・ハーリド（‘Āmir Faḥḥām bn Khālid ）ﻋﺎﻣﺮ ﻓﺤﺎم ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ
11) アブドゥルハリーム・クハイラ・ブン・アーディル（‘Abd al-Ḥalīm Kuḥayla bn ‘Ādil ）ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ ﻛﺤﯿﻠﮫ ﺑﻦ ﻋﺎدل
12) アラー・ガーニム・ブン・アリー（‘Alā’ Ghānim bn ‘Alī ）ﻋﻼء ﻏﺎﻧﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
13) アンマール・アブー・ラクブ・ブン・アブドゥッラフマーン（‘Ammār Abū Rakb bn ‘Abd al-Raḥmān ﻋﻤﺎر اﺑﻮ رﻛﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
）اﻟﺮﺣﻤﻦ
14) がーンディー・ダーウド・ブン・ハビーブ（Ghāndī Dāwud bn Ḥabīb ）ﻏﺎﻧﺪي داود ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ
15) ファーディー・マヤー・ブン・ジャミール（Fādī Mayā bn Jamīl ）ﻓﺎدي ﻣﯿﺎ ﺑﻦ ﺟﻤﯿﻞ
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16) ムアイイド・ハムダーン・ブン・アリー（Mu’ayyid Ḥamdān bn ‘Alī ）ﻣﺆﯾﺪ ﺣﻤﺪان ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
17) マーヒル・ラマダーン・ブン・ラビーブ（Māhir Ramaḍān bn Labīb ）ﻣﺎھﺮ رﻣﻀﺎن ﺑﻦ ﻟﺒﯿﺐ
18) ムハンマド・ビク・ブン・ハーリド（Muḥammad Bik bn Khālid ）ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻚ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ
19) ムハンマド・ファウワーズ・ハキーム・ブン・ジャリール（Muḥammad Fawwāz Ḥakīm bn Jalīl ）ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻮاز ﺣﻜﯿﻢ ﺑﻦ ﺟﻠﯿﻞ
20) マアルーフ・マアルーフ・ブン・ユーヌス（Ma‘rūf Ma‘rūf bn Yūnus ）ﻣﻌﺮوف ﻣﻌﺮوف ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ
21) マイ・タッバーウ・ビント・ジュールジュ（May Ṭabbā‘ Bint Jūrj ）ﻣﻲ طﺒﺎع ﺑﻨﺖ ﺟﻮرج
22) ヌールス・ジャンムール・ブン・アター（Nūrus Jammūl bn ‘Aṭā ）ﻧﻮرس ﺟﻤﻮل ﺑﻦ ﻋﻄﺎ
23) ハーディー・マアッラー・ブン・ファーティル（Hādī Ma‘allā bn Fāṭir ）ھﺎدي ﻣﻌﻼ ﺑﻦ ﻓﺎطﺮ
24) ハラー・シバール・ビント・ユースフ（Halā Sibār Bint Yūsuf ）ھﻼ ﺷﺒﺎر ﺑﻨﺖ ﯾﻮﺳﻒ
25) ユーラー・シャリーキー・ビント・アブドゥルカーディル（Yūlā Sharīqī Bint ‘Abd al-Qādir ）ﯾﻮﻻ ﺷﺮﯾﻘﻲ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر
5)

イドリブ市

第 1 部門
1)

イブラーヒーム・ターミル・ブン・ヤフヤー（Ibrāhīm Tāmir bn Yaḥyā ）اﺑﺮاھﯿﻢ ﺗﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﻰ

2)

アフマド・サーミル・カラズィー・ブン・ムハンマド・ワヒード（Aḥmad Sāmir Karazī bn Muḥammad Waḥīd اﺣﻤﺪ ﺳﺎﻣﺮ ﻛﺮزي
）ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ وﺣﯿﺪ

3)

アフマド・ニダール・ダフニーン・ブン・イブラーヒーム（Aḥmad Niḍāl Dahnīn bn Ibrāhīm ）اﺣﻤﺪ ﻧﻀﺎل دھﻨﯿﻦ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ

4)

アフマド・ワイーズ・ブン・ムハンマド・アミーン（Aḥmad Wa‘īẓ bn Muḥammad Amīn ）اﺣﻤﺪ وﻋﯿﻆ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ

5)

アマル・ナスィール・ビント・ナジーブ（Amal Naṣīr Bint Najīb ）اﻣﻞ ﻧﺼﯿﺮ ﺑﻨﺖ ﻧﺠﯿﺐ

6)

バドルッディーン・アイユービー・ブン・アブドゥルアズィーズ（Badr al-Dīn al-Ayyūbī bn ‘Abd al-‘Azīz ﺑﺪر اﻟﺪﯾﻦ اﻻﯾﻮﺑﻲ
）ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ

7)

バハーッディーン・ナッス・ブン・ラシャード（Bahā’ al-Dīn al-Naṣṣ bn Rashād ）ﺑﮭﺎء اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻨﺺ ﺑﻦ رﺷﺎد

8)

ハーズィム・ジャルカス・ブン・スブヒー（Ḥāzim Jarkas bn Ṣubḥī ）ﺣﺎزم ﺟﺮﻛﺲ ﺑﻦ ﺻﺒﺤﻲ

9)

ナーニヤー・カッサース・ビント・ムハンマド・タラール（Dāniyā Qaṣṣāṣ Bint Muḥammad Ṭalāl ）داﻧﯿﺎ ﻗﺼﺎص ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ طﻼل

10) ラナー・ムザンナラ・ビント・ズィヤード（Ranā Muzannara Bint Ziyād ）رﻧﺎ ﻣﺰﻧﺮة ﺑﻨﺖ زﯾﺎد
11) ルーラー・ビーク・ビント・アブドゥルカーディル（Rūlā al-Bīk Bint ‘Abd al-Qādir ）روﻻ اﻟﺒﯿﻚ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر
12) スブヒー・スィハーリー・ブン・マーヒル（Ṣubḥī Siḥārī bn Māhir ）ﺻﺒﺤﻲ ﺳﺤﺎري ﺑﻦ ﻣﺎھﺮ
13) アブドゥルハミード・カッバーニー・ブン・ムハンマド（‘Abd al-Ḥamīd Qabbānī bn Muḥammad ）ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻗﺒﺎﻧﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
14) アブドゥンナースィル・シャーミーヤ・ブン・ユースフ（‘Abd al-Nāṣir Shāmīya bn Yūsuf ）ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺷﺎﻣﯿﺔ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ
15) アッザーム・カティーウ・ブン・ムハンマド（‘Azzām Qaṭī‘ bn Muḥammad ）ﻋﺰام ﻗﻄﯿﻊ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
16) カマール・ファーフールジー・ブン・アーディル（Kamāl Fākhūr-jī bn ‘Ādil ）ﻛﻤﺎل ﻓﺎﺧﻮرﺟﻲ ﺑﻦ ﻋﺎدل
17) ムハンマド・ジャマールッディーン・ラフマ・ブン・ムハンマド・ジュムア（Muḥammad Jamāl al-Dīn Raḥma bn
Muḥammad Jum‘a ）ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ رﺣﻤﺔ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔ
18) ムハンマド・サムスーム・ブン・アブドゥルカーディル（Muḥammad Samsūm bn ‘Abd al-Qādir ）ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻤﺴﻮم ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر
19) ムハンマド・サフワーン・カイヤーリー・ブン・ムハンマド・カーミル（Muḥammad Ṣafwān Kiyyālī bn Muḥammad Kāmil
）ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻔﻮان ﻛﯿﺎﻟﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ
20) ムハンマド・マナーフ・サイイド・イーサー・ブン・イブラーヒーム（Muḥammad Manāf Sayyid ‘Īsā bn Ibrāhīm ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺎف
）ﺳﯿﺪ ﻋﯿﺴﻰ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ
21) ムスタファー・マンドゥーラ・ブン・ムハンマド（Muṣṭafā Mandūra bn Muḥammad ）ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﻨﺪورة ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
22) ワヒーバ・イジュバーラ・ビント・ムハンマド・ワジーフ（Wahība Ijbāra Bint Muḥammad Wajīh ）وھﯿﺒﺔ اﺟﺒﺎرة ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ وﺟﯿﮫ
23) ヤースィル・ウバイド・ブン・ムハンマド・サーリフ（Yāsir ‘Ubayd bn Muḥammad Ṣāliḥ ）ﯾﺎﺳﺮ ﻋﺒﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ
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第 2 部門
1)

アミーナ・ジュバイルー・ビント・ムハンマド（Amīna Jubayrū Bint Muḥammad ）اﻣﯿﻨﺔ ﺟﺒﯿﺮو ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ

2)

イーマーン・カッドゥー・ビント・ムハンマド・ラージー（Īmān Qaddū Bint Muḥammad Rājī ）اﯾﻤﺎن ﻗﺪو ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ راﺟﻲ

3)

ハーリド・ルブーウ・ブン・ムハンマド（Khālid Rubū‘ bn Muḥammad ）ﺧﺎﻟﺪ رﺑﻮع ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

4)

サミール・ハッジャール・ブン・ターハー（Samīr Ḥajjār bn Ṭāhā ）ﺳﻤﯿﺮ ﺣﺠﺎر ﺑﻦ طﮫ

5)

アビール・シャアバーン・ジャウハル・ビント・アスアド（‘Abīr Sha‘bān Jawhar Bint As‘ad ）ﻋﺒﯿﺮ ﺷﻌﺒﺎن ﺟﻮھﺮ ﺑﻨﺖ اﺳﻌﺪ

6)

アラーッディーン・シャッアール・ブン・アムジャド（‘Alā’ al-Dīn Sha‘‘ār bn Amjad ）ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺑﻦ اﻣﺠﺪ

7)

マアムーン・サイイド・ブン・アフマド（Ma’mūn al-Sayyid bn Aḥmad ）ﻣﺄﻣﻮن اﻟﺴﯿﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ

8)

マアムーン・ラクムーシュ・ブン・マフムード（Ma’mūn Laqmūsh bn Maḥmūd ）ﻣﺄﻣﻮن ﻟﻘﻤﻮش ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد

9)

ムハンマド・トゥーク・ブン・ムハンマド・シャリーフ（Muḥammad al-Tūk bn Muḥammad Sharīf ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺘﻮك ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻒ

10) ムハンマド・ラシード・ジャールーフ・ブン・シャフィーク（Muḥammad Rashīd Jārūkh bn Shafīq ）ﻣﺤﻤﺪ رﺷﯿﺪ ﺟﺎروخ ﺑﻦ ﺷﻔﯿﻖ
11) ムハンマド・ラドワーン・サリーム・ブン・ハサン（Muḥammad Raḍwān al-Salīm bn Ḥasan ）ﻣﺤﻤﺪ رﺿﻮان اﻟﺴﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
12) ムハンマド・アリー・カウサラ・ブン・アブドゥルハミード（Muḥammad ‘Alī Qawṣara bn ‘Abd al-Ḥamīd ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻗﻮﺻﺮة
）ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ
13) ムハンマド・ワーイル・バクルー・ブン・ハーリド（Muḥammad Wā’il Bakrū bn Khālid ）ﻣﺤﻤﺪ واﺋﻞ ﺑﻜﺮو ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ
14) ムスタファー・マンアーウ・ブン・アブドゥッラティーフ（Muṣṭafā Mannā‘ bn ‘Abd al-Laṭīf ）ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﻨﺎع ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ
6)

ハサカ市

第 1 部門
1)

ハマド・シャイフ・アリー・ブン・アブド（Ḥamad al-Shayhk ‘Alī bn ‘Abd ）ﺣﻤﺪ اﻟﺸﯿﺦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ

2)

ハーリド・サッターム・ブン・ザービト（Khālid al-Saṭṭām bn Zābiṭ ）ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺴﻄﺎم ﺑﻦ زاﺑﻂ

3)

ハイルッラー・グマイス・ブン・ナージー（Khayr Allāh al-Ghumays bn Nājī ）ﺧﯿﺮ ﷲ اﻟﻐﻤﯿﺲ ﺑﻦ ﻧﺎﺟﻲ

4)

ダーウド・アフマド・ブン・ジャマール（Dāwud al-Aḥmad bn Jamāl ）داود اﻻﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻤﺎل

5)

サイード・サーリフ・ブン・ハリーファ（Sa‘īd al-Ṣāliḥ bn Khalīfa ）ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺧﻠﯿﻔﺔ

6)

アーディル・ナイーミー・ブン・アフマド（‘Ādil al-Na‘īmī bn Aḥmad ）ﻋﺎدل اﻟﻨﻌﯿﻤﻲ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ

7)

アーミル・ビッリー・ブン・サーリフ（‘Āmir al-Birrībn Ṣāliḥ ）ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺒﺮي ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ

8)

アブドゥルバーキー・ハマーダ・ブン・ムハンマド（‘Abd al-Bāqī al-Ḥamāda bn Muḥammad ）ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﺤﻤﺎده ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

9)

アブドゥッラッザーク・アティーヤ・ブン・ムハンマド（‘Abd al-Razzāq al-’Aṭīya bn Muḥammad ）ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﻌﻄﯿﺔ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

10) アブドゥッラー・ターハー・ブン・イーサー（‘Abd Allāh Ṭāhā bn ‘Īsā ）ﻋﺒﺪ ﷲ طﮫ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﻰ
11) アドナーン・ハージュー・ブン・アブドゥルカリーム（‘Adnān Khājū bn ‘Abd al-Karīm ）ﻋﺪﻧﺎن ﺧﺎﺟﻮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ
12) アリー・フサイン・ブン・ムハンマド（‘Alī Ḥusayn bn Muḥammad ）ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
13) アウダ・アリー・ブン・シャアバーン（‘Awda ‘Alī bn Sha‘bān ）ﻋﻮدة ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺎن
14) ガーズィー・ハラフ・ブン・フサイン（Ghāzī Khalaf bn Ḥusayn ）ﻏﺎزي ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ
15) ファイサル・ワルディー・ブン・ウバイド（Fayṣal al-Wardī bn ‘Ubayd ）ﻓﯿﺼﻞ اﻟﻮردي ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ
16) ムハンマド・バクル・ブン・フドル（Muḥammad Bakr bn Khuḍr ）ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺧﻀﺮ
17) ムハンマド・アリー・イーサー・ブン・アブドゥッラフマーン（Muḥammad ‘Alī ‘Īsā bn ‘Abd al-Raḥmān ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﯿﺴﻰ ﺑﻦ
）ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ
18) ムスタファー・ファラフー・ブン・アリー（Muṣṭafā Faraḥū bn ‘Alī ）ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻓﺮﺣﻮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
19) ワーイル・バクルー・ブン・アフマド（Wā’il Bakrū bn Aḥmad ）واﺋﻞ ﺑﻜﺮو ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
第 2 部門
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1)

アフマド・バラーク・ブン・アスアド（Aḥmad al-Barāk bn As‘ad ）اﺣﻤﺪ اﻟﺒﺮاك ﺑﻦ اﺳﻌﺪ

2)

ジャマール・アブドゥッラー・ブン・タラブ（Jamāl ‘Abd Allāh bn Ṭalab ）ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ طﻠﺐ

3)

ダーリヤー・ナッバハーン・ビント・ズィーバーン（Dāliyā al-Nabbahān Bint Dhībān ）داﻟﯿﺎ اﻟﻨﺒﮭﺎن ﺑﻨﺖ ذﯾﺒﺎن

4)

ラドワーン・アッルー・ブン・ムハンマド・サイード（Raḍwān ‘Alw bn Muḥammad Sa‘īd ）رﺿﻮان ﻋﻠﻮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ

5)

アブドゥッラッザーク・ムハンマド・ブン・アブドゥッラー（‘Abd al-Razzāq al-Muḥammad bn ‘Abd Allāh ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﻤﺤﻤﺪ
）ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ

6)

ガッファール・アブダリー・ブン・イリヤース（Ghaffār ‘Abdalī bn Iliyās ）ﻏﻔﺎر ﻋﺒﺪﻟﻜﻲ ﺑﻦ اﻟﯿﺎس

7)

マージド・クークー・ブン・ジャラール（Mājid al-Kūkū bn Jalāl ）ﻣﺎﺟﺪ اﻟﻜﻮﻛﻮ ﺑﻦ ﺟﻼل

8)

ヤースィル・スワイリフ・ブン・アブドゥッラー（Yāsir al-Ṣuwayliḥ bn ‘Abd Allāh ）ﯾﺎﺳﺮ اﻟﺼﻮﯾﻠﺢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ

9)

ヤースィーン・イード・ブン・ハラフ（Yāsīn al-’Īd bn Khalaf ）ﯾﺎﺳﯿﻦ اﻟﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ

7)

ダイル・ザウル市

第 1 部門
1)

イブラーヒーム・ダッリー・ブン・マイーン（Ibrāhīm al-Ḍallī bn Ma‘īn ）اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻀﻠﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ

2)

イヤード・ムスリフ・ブン・ファールーク（Iyād al-Muṣliḥ bn Fārūq ）اﯾﺎد اﻟﻤﺼﻠﺢ ﺑﻦ ﻓﺎروق

3)

イヤード・サッルーム・ダヒール・ブン・アブドゥッラフマーン（Iyād Sallūm al-Dakhīl bn ‘Abd al-Raḥmān اﯾﺎد ﺳﻠﻮم اﻟﺪﺧﯿﻞ
）ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ

4)

インティサール・アブドゥルムハンマド・ビント・ムハンマド・タフスィーン（Intiṣār al-‘Abd al-Muḥammad Bint
Muḥammad Taḥsīn ）اﻧﺘﺼﺎر اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺤﺴﯿﻦ

5)

サーイル・カンバル・ブン・アブドゥッラー（Thā’ir Qanbar bn ‘Abd Allāh ）ﺛﺎﺋﺮ ﻗﻨﺒﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ

6)

フサーム・イーダーン・ブン・ラーギブ（Ḥusām al-’Īdān bn Rāghib ）ﺣﺴﺎم اﻟﻌﯿﺪان ﺑﻦ راﻏﺐ

7)

ハーリド・ハザーウ・ブン・アッバース（Khālid al-Hazā‘ bn ‘Abbās ）ﺧﺎﻟﺪ اﻟﮭﺰاع ﺑﻦ ﻋﺒﺎس

8)

ラーイド・ミンディール・ブン・ムハンマド・マムドゥーフ（Rā’id Mindīl bn Muḥammad Mamdūḥ ）راﺋﺪ ﻣﻨﺪﯾﻞ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻤﺪوح

9)

ラスラーン・フサイン・ブン・ハーリド（Raslān al-Ḥusayn bn Khālid ）رﺳﻼن اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ

10) ラシャー・ハーッジ・ウバイド・ビント・サーリフ（Rashā Ḥājj ‘Ubayd Bint Ṣāliḥ ）رﺷﺎ ﺣﺎج ﻋﺒﯿﺪ ﺑﻨﺖ ﺻﺎﻟﺢ
11) サミール・ハイユー・ブン・ワリード（Samīr al-Ḥayyū bn Walīd ）ﺳﻤﯿﺮ اﻟﺤﯿﻮ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ
12) スブヒー・フライフ・ブン・アスワド（Ṣubḥī al-Furayḥ bn Aswad ）ﺻﺒﺤﻲ اﻟﻔﺮﯾﺢ ﺑﻦ اﺳﻮد
13) ターハー・ハラフ・ブン・アブド（Ṭāhā Khalaf bn ‘Abd ）طﮫ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
14) ファーディー・トゥウマ・ブン・ズハイリー（Fādī Ṭu‘ma bn Zuhayr ）ﻓﺎدي طﻌﻤﮫ ﺑﻦ زھﯿﺮ
15) ファーティマ・アッバースィー・ビント・ユーヌス（Fāṭima al-‘Abbāsī Bint Yūnus ）ﻓﺎطﻤﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﺑﻨﺖ ﯾﻮﻧﺲ
16) フィラース・スィヤーウィー・ブン・ジハード（Firās al-Siyāwī bn Jihād ）ﻓﺮاس اﻟﺴﯿﺎوي ﺑﻦ ﺟﮭﺎد
17) カールーリーン・カッサール・ビント・ジュールジュ（Lārūlīn Qaṣṣār Bint Jūrj ）ﻛﺎروﻟﯿﻦ ﻗﺼﺎر ﺑﻨﺖ ﺟﻮرج
18) ムハンマド・アフマド・ハミーディー・ブン・ラーミズ（Muḥammad Aḥmad al-Ḥamīdī bn Rāmiz ）ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪي ﺑﻦ راﻣﺰ
19) ムハンマド・フサイン・シャーヒル・ブン・ハーリド（Muḥammad al-Ḥusayn al-Shāhir bn Khālid ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﯿﻦ اﻟﺸﺎھﺮ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ
20) ムハンマド・ハムダーン・ブン・ムスタファー（Muḥammad al-Ḥamdān bn Muṣṭafā ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻤﺪان ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ
21) ムハンマド・タラブ・ブン・ハミード（Muḥammad al-Ṭalabbn Ḥamīd ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ
22) ムハンマド・フライフ・ブン・アスワド（Muḥammad al-Furayḥ bn Aswad ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺮﯾﺢ ﺑﻦ أﺳﻮد
23) ムハンマド・ラドワーン・ムフティー・ブン・シャーキル（Muḥammad Raḍwān al-Muftī bn Shākir ）ﻣﺤﻤﺪ رﺿﻮان اﻟﻤﻔﺘﻲ ﺑﻦ ﺷﺎﻛﺮ
24) マンスール・アスアド・ブン・アリー（Manṣūr al-As‘ad bn ‘Alī ）ﻣﻨﺼﻮر اﻻﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
25) ハワーリー・ラージー・ブン・ムハンマド・タージュッディーン（Hawārī Rājī bn Muḥammad Tāj al-Dīn ھﻮاري راﺟﻲ ﺑﻦ
）ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺎج اﻟﺪﯾﻦ
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26) ヤースィーン・ハマーダ・ブン・ハラフ（Yāsīn al-Ḥamāda bn Khalaf ）ﯾﺎﺳﯿﻦ اﻟﺤﻤﺎده ﺑﻦ ﺧﻠﻒ
第 2 部門
1)

アフマド・アフマド・イスマーイール・ブン・ムハンマド・サーフィー（Aḥmad al-Aḥmad al-Ismā‘īl bn Muḥammad Ṣāfī
）اﺣﻤﺪ اﻻﺣﻤﺪ اﻻﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻓﻲ

2)

アフマド・フサイン・ブン・アブドゥルジャッバール（Aḥmad al-Ḥusayn bn ‘Abd al-Jabbār ）اﺣﻤﺪ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر

3)

アフマド・サーリフ・ブン・ハラフ（Aḥmad al-Ṣāliḥ bn Khalaf ）اﺣﻤﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ

4)

トゥルキー・ハリール・ブン・ムーサー（Turkī al-Khalīl bn Mūsā ）ﺗﺮﻛﻲ اﻟﺨﻠﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ

5)

タミーム・ターハー・ブン・ヤースィーン（Tamīm al-Ṭāhā bn Yāsīn ）ﺗﻤﯿﻢ اﻟﻄﮫ ﺑﻦ ﯾﺎﺳﯿﻦ

6)

ジャースィム・アブドゥッラー・ブン・ムハンマド（Jāsim al-‘Abd Allāh bn Muḥammad ）ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻌﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

7)

フサイン・ムハンマド・ブン・ハラフ（Ḥusayn al-Muḥammad bn Khalaf ）ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ

8)

ハーリド・ジュムア・ブン・ハサン（Khālid Jum‘a bn Ḥasan ）ﺧﺎﻟﺪ ﺟﻤﻌﺔ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ

9)

ザーヒル・ハリート・ブン・ハミード・アリー（Zāhir al-Kharīṭ bn Ḥamīd al-‘Alī ）زاھﺮ اﻟﺨﺮﯾﻂ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ اﻟﻌﻠﻲ

10) ズハイリー・シハーブ・ブン・マルイー（Zuhayr al-Shihāb bn Mar‘ī ）زھﯿﺮ اﻟﺸﮭﺎب ﺑﻦ ﻣﺮﻋﻲ
11) サーミル・サーフ・ブン・ムハイディー（Sāmir al-Ṣāḥ bn Muhaydī ）ﺳﺎﻣﺮ اﻟﺼﺎح ﺑﻦ ﻣﮭﯿﺪي
12) サミール・イスマーイール・ブン・アブドゥッラフマーン・アフマド（Samīr al-Ismā‘īl bn ‘Abd al-Raḥmān al-Aḥmad ﺳﻤﯿﺮ
）اﻻﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻻﺣﻤﺪ
13) アブドゥルハキーム・アフィース・ブン・サーリフ（‘Abd al-Ḥakīm al-‘Afīsh bn Ṣāliḥ ）ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﯿﻢ اﻟﻌﻔﯿﺲ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ
14) アブドゥルハミード・シャイフ・ブン・ユーヌス（‘Abd al-Ḥamīd al-Shayhk bn Yūnus ）ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ اﻟﺸﯿﺦ ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ
15) ガッサーン・ハンムード・ブン・ヤースィーン（Ghassān Ḥammūd bn Yāsīn ）ﻏﺴﺎن ﺣﻤﻮد ﺑﻦ ﯾﺎﺳﯿﻦ
16) ファフド・ハーッジ・アミール・ブン・アラーッディーン（Fahd al-Ḥajj ‘Amīr bn ‘Alā’ al-Dīn ）ﻓﮭﺪ اﻟﺤﺎج ﻋﻤﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ
17) クサイ・アフマド・ブン・マナーフ（Quṣay al-Aḥmad bn Manāf ）ﻗﺼﻲ اﻻﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺎف
18) ルアイユ・ハーッジ・タフトゥーフ・ブン・ラジャブ（Lu’ayy al-Ḥajj Ṭaḥṭāḥ bn Rajab ）ﻟﺆي اﻟﺤﺎج طﺤﻄﻮح ﺑﻦ رﺟﺐ
19) ムハンマド・アミーン・シャカール・ブン・イブラーヒーム（Muḥammad Amīn al-Shakāl bn Ibrāhīm ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ اﻟﺸﻜﺎل ﺑﻦ
）اﺑﺮاھﯿﻢ
20) ムハンマド・ダーミン・ブン・アフマド（Muḥammad al-Ḍāmin bn Aḥmad ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻀﺎﻣﻦ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
21) ムアーウィヤ・ダッリー・ブン・マムドゥーフ（Mu‘āwiya al-Ḍallī bn Mamdūḥ ）ﻣﻌﺎوﯾﺔ اﻟﻀﻠﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﻤﺪوح
22) ナダー・ムハンマド・ビント・アブド（Nadā al-Muḥammad Bint ‘Abd ）ﻧﺪى اﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ
23) ワーイル・マスィーフ・ブン・ムハンマド（Wā’il al-Maṣīkh bn Muḥammad ）واﺋﻞ اﻟﻤﺼﯿﺦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
24) ワッハーブ・ジャッルー・ムハンマド・ブン・ウヌード（Wahhāb al-Jarrū al-Muḥammad bn ‘Unūd ）وھﺎب اﻟﺠﺮو اﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻨﻮد
8)

タルトゥース市

第 1 部門
1)

バッサーム・アッバース・ブン・ハサン（Bassām ‘Abbās bn Ḥasan ）ﺑﺴﺎم ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﺣﺴﻦ

2)

ハーズマルズーク・ブン・タウフィーク（Ḥāzim Razūq bn Tawfīq ）ﺣﺎزم رزوق ﺑﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ

3)

ラーミズ・フワンダ・ブン・ジハード（Rāmiz Khuwanda bn Jihād ）راﻣﺰ ﺧﻮﻧﺪة ﺑﻦ ﺟﮭﺎد

4)

ラーミー・ハティーブ・ブン・ジハード（Rāmī Khaṭīb bn Jihād ）راﻣﻲ ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻦ ﺟﮭﺎد

5)

ラーミヤ・カムーズィー・ビント・イブラーヒーム（Rāmiya Qamūzī Bint Ibrāhīm ）راﻣﯿﮫ ﻗﻤﻮزي ﺑﻨﺖ اﺑﺮاھﯿﻢ

6)

アブドゥンナースィル・ハムザ・ブン・ムハンマド（‘Abd al-Nāṣir Ḥamza bn Muḥammad ）ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺣﻤﺰة ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

7)

イサーム・ムハンマド・ブン・アリー（‘ Iṣām Muḥammad bn ‘Alī ）ﻋﺼﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ

8)

ファーディー・ディーブ・ブン・ムハンマド（Fādī Dīb bn Muḥammad ）ﻓﺎدي دﯾﺐ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
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カーズィム・マハッラー・ブン・ムハンマド（Kāẓim Maḥallā bn Muḥammad ）ﻛﺎظﻢ ﻣﺤﻼ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

10) ムハンマド・イブラーヒーム・ブン・カーミル（Muḥammad Ibrāhīm bn Kāmil ）ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻛﺎﻣﻞ
11) ムハンマド・ムハンマド・ブン・アブドゥルハイ（Muḥammad al-Muḥammad bn ‘Abd al-Ḥayy ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻲ
12) ムハンマド・ザイン・ブン・ハーリド（Muḥammad Zayn bn Khālid ）ﻣﺤﻤﺪ زﯾﻦ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ
13) ムハンマド・ニウマーン・ブン・ハビーブ（Muḥammad Ni‘mān bn Ḥabīb ）ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ
14) ナージー・スムーア・ブン・ムハンマド（Nājī Ṣumū‘a bn Muḥammad ）ﻧﺎﺟﻲ ﺻﻤﻮﻋﺔ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
第 2 部門
1)

アフマド・イブラーヒーム・ブン・ハーリド（Aḥmad Ibrāhīm bn Khālid ）اﺣﻤﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ

2)

バッサーム・ジュバイリー・ブン・アドナーン（Bassām Jubaylī bn ‘Adnān ）ﺑﺴﺎم ﺟﺒﯿﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺪﻧﺎن

3)

バッシャール・ハーッジ・マアッラー・ブン・アブドゥルカリーム（Bashshār Ḥājj Ma‘allā bn ‘Abd al-Karīm ﺑﺸﺎر ﺣﺎج ﻣﻌﻼ
）ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ

4)

フサイン・スライマーン・ブン・ムハンマド（Ḥusayn Sulaymān bn Muḥammad ）ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

5)

ハリール・ジルジス・ブン・ジャブラーイール（Khalīl Jirjis bn Jabrā’īl ）ﺧﻠﯿﻞ ﺟﺮﺟﺲ ﺑﻦ ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ

6)

ラーミー・カスィース・ブン・ルトフッラー（Rāmī Qasīs bn Luṭf Allāh ）راﻣﻲ ﻗﺴﯿﺲ ﺑﻦ ﻟﻄﻒ ﷲ

7)

サーミル・イーサー・ブン・ムハンマド（Sāmir ‘Īsā bn Muḥammad ）ﺳﺎﻣﺮ ﻋﯿﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

8)

サーイド・カッドゥール・ブン・サミール（Sāyid Qaddūr bn Samīr ）ﺳﺎﯾﺪ ﻗﺪور ﺑﻦ ﺳﻤﯿﺮ

9)

イサーム・ダービト・ブン・マフムード（‘ Iṣām al-Ḍābiṭ bn Maḥmūd ）ﻋﺼﺎم اﻟﻀﺎﺑﻂ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد

10) アリー・サアド・ブン・ムスタファー（‘Alī Sa‘d bn Muṣṭafā ）ﻋﻠﻲ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ
11) ガーズィー・シャマー・ブン・イスマーイール（Ghāzī Shamā bn Ismā‘īl ）ﻏﺎزي ﺷﻤﺎ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
12) ムハンマド・ハッダード・ブン・サミール・アブドゥッラフマーン（Muḥammad Ḥaddād bn Samīr ‘Abd al-Raḥmān ﻣﺤﻤﺪ
）ﺣﺪاد ﺑﻦ ﺳﻤﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ
13) ワスィーム・ラフール・ブン・イリヤース（Wasīm Rafūl bn Iliyās ）وﺳﯿﻢ رﻓﻮل ﺑﻦ اﻟﯿﺎس
9)

ラッカ市

第 1 部門
1)

アフマド・ムルシド・ブン・フドル（Aḥmad al-Murshid bn Khuḍr ）اﺣﻤﺪ اﻟﻤﺮﺷﺪ ﺑﻦ ﺧﻀﺮ

2)

イブラーヒーム・ダッハーム・ブン・ムスタファー（Ibrāhīm al-Dahhām bn Muṣṭafā ）اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺪھﺎم ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ

3)

アフマド・イブラーヒーム・ブン・サーリフ（Aḥmad al-Ibrāhīm bn Ṣāliḥ ）اﺣﻤﺪ اﻻﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ

4)

アフマド・ハーッジ・タフトゥーフ・ブン・イスマーイール（Aḥmad al-Ḥajj Ṭaḥṭūḥ bn Ismā‘īl ）اﺣﻤﺪ اﻟﺤﺎج طﺤﻄﻮح ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ

5)

イスマーイール・シャイフ・ブン・アブド（Ismā‘īl Shayhk bn ‘Abd ）اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺷﯿﺦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ

6)

ジャービル・アリー・ブン・フドル（Jābir al-‘Alī bn Khuḍr ）ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻌﻠﻲ ﺑﻦ ﺧﻀﺮ

7)

フサイン・クルディー・ブン・ムハンマド（Ḥusayn al-Kurdī bn Muḥammad ）ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻜﺮدي ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

8)

ハラフ・スィルハーン・ブン・ファーリス（Khalaf al-Sirḥān bn Fāris ）ﺧﻠﻒ اﻟﺴﺮﺣﺎن ﺑﻦ ﻓﺎرس

9)

ハウラ・フサイン・ビント・アブドゥッラー（Khawla al-Ḥusayn Bint ‘Abd Allāh ）ﺧﻮﻟﺔ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ ﷲ

10) サミーハ・サーリフ・ビント・ターリク（Samīḥa al-Ṣāliḥ Bint Ṭāriq ）ﺳﻤﯿﺤﺔ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺖ طﺎرق
11) タラール・シャイフ・アリー・ブン・ムハンマド（Ṭalāl al-Shayhk ‘Alī bn Muḥammad ）طﻼل اﻟﺸﯿﺦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
12) アブド・ムーサー・ブン・ヒバール（‘Abd al-Mūsā bn Hibāl ）ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﺳﻰ ﺑﻦ ھﺒﺎل
13) アブドゥッラフマーン・アブドゥンナジュム・ブン・ムスタファー（‘Abd al-Raḥmān ‘Abd al-Najm bn Muṣṭafā ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ
）ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺠﻢ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ
14) アブドゥルウドゥード・ブライビル・ブン・フサイン（‘Abd al-Wudūd al-Bulaybil bn Ḥusayn ）ﻋﺒﺪ اﻟﻮدود اﻟﺒﻠﯿﺒﻞ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ
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15) アリー・ハンムード・ブン・イブラーヒーム（‘Alī al-Ḥammūd bn Ibrāhīm ）ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻤﻮد ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ
16) アリー・アッサーフ・ブン・イブラーヒーム（‘Alī al-‘Assāf bn Ibrāhīm ）ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺴﺎف ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ
17) ムハッラム・ムハンマド・アブドゥッラー・ブン・ムハンマド（Muḥarram al-Muḥammad al-‘Abd Allāh bn Muḥammad
）ﻣﺤﺮم اﻟﻤﺤﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
18) ムハンマド・シャイフ・ブン・カドルー（Muḥammad al-Shayhk bn Kadrū ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﯿﺦ ﺑﻦ ﻛﺪرو
19) ムハンマド・アワド・ブン・ムハイミド（Muḥammad al-‘Awaḍ bn Muḥaymid ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻮض ﺑﻦ ﻣﺤﯿﻤﺪ
20) ムハンマド・ハビーブ・ブン・ジュナイド（Muḥammad Ḥabīb bn Junayd ）ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﺟﻨﯿﺪ
21) ムハンマド・ラドワーン・ムハンマド・ラジャブ・ブン・アブドゥー（Muḥammad Raḍwān al-Muḥammad al-Rajab bn
‘Abdū ）ﻣﺤﻤﺪ رﺿﻮان اﻟﻤﺤﻤﺪ اﻟﺮﺟﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪو
22) ムハンマド・サーリフ・ハリール・ブン・アブドゥッサラーム（Muḥammad Ṣāliḥ Ḥarīr bn ‘Abd al-Salām ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺮﯾﺮ ﺑﻦ
）ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم
23) ムハンマド・ヌール・シャーシャーン・ブン・アブドゥルガニー（Muḥammad Nūr Shāshān bn ‘Abd al-Ghanī ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر
）ﺷﺎﺷﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ
24) ムスタファー・ハラフ・ブン・シャリーフ（Muṣṭafā Khalaf bn Sharīf ）ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﺷﺮﯾﻒ
25) ムナー・サッバーカ・ビント・アブドゥッラー（Mūsā Sabbāka Bint ‘Abd Allāh ）ﻣﻨﻰ ﺳﺒﺎﻛﮫ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ ﷲ
26) ムーサー・ジャッファール・ブン・アリー（Mūsā al-Jaffāl bn ‘Alī ）ﻣﻮﺳﻰ اﻟﺠﻔﺎل ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
第 2 部門
1)

イブラーヒーム・アブドゥルガニー・ブン・フサイン（Ibrāhīm al-‘Abd al-Ghanī bn Ḥusayn ）اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ

2)

イブラーヒーム・アッルーシュ・ブン・アッルーシュ（Ibrāhīm al-’Allūsh bn ‘Allūsh ）اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻌﻠﻮش ﺑﻦ ﻋﻠﻮش

3)

イブラーヒーム・ムスタファー・ムーフ・ブン・アッブード（Ibrāhīm Muṣṭafā al-Mūḥ bn ‘Abbūd ）اﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻤﻮح ﺑﻦ ﻋﺒﻮد

4)

ジャマールッディーン・ハーッジ・サーリフ・ブン・ムスタファー（Jamāl al-Dīn al-Ḥajj Ṣāliḥ bn Muṣṭafā ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺤﺎج
）ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ

5)

ハンムード・スライマーン・ブン・ハサン（Ḥammūd al-Sulaymān bn Ḥasan ）ﺣﻤﻮد اﻟﺴﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﺴﻦ

6)

ハリール・アッブー・ブン・アリー（Khalīl al-‘Abbū bn ‘Alī ）ﺧﻠﯿﻞ اﻟﻌﺒﻮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ

7)

シャイフ・ターハー・アルカーン・ブン・アフマド（Shayhk Ṭāhā al-‘Alkān bn Aḥmad ）ﺷﯿﺦ طﮫ اﻟﻌﻠﻜﺎن ﺑﻦ اﺣﻤﺪ

8)

シールハーン・ハーッジ・ビント・アブドゥルファッターフ（Shīrhān al-Ḥajj Bint ‘Abd al-Fattāḥ ）ﺷﯿﺮھﺎن اﻟﺤﺎج ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح

9)

サーリフ・ハンムード・ブン・ハミード（Ṣāliḥ al-Ḥammūd bn Ḥamīd ）ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ

10) アブドゥルフサイン・ブン・アフマド（‘Abd al-Ḥusayn bn Aḥmad ）ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
11) アブドゥッラッザーク・サーミル・ブン・サーリフ（‘Abd al-Razzāq al-Thāmir bn Ṣāliḥ ）ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺜﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ
12) アドナーン・アフマド・ブン・フサイン（‘Adnān al-Aḥmad bn Ḥusayn ）ﻋﺪﻧﺎن اﻻﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ
13) アドナーン・サラーマ・ブン・アブドゥルアズィーズ（‘Adnān Salāma bn ‘Abd al-‘Azīz ）ﻋﺪﻧﺎن ﺳﻼﻣﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ
14) アンマール・ハラフ・サイード・ブン・アフマド（‘Ammār al-Khalaf al-Sa‘īd bn Aḥmad ）ﻋﻤﺎر اﻟﺨﻠﻒ اﻟﺴﻌﯿﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
15) アンマール・ファーリス・ブン・アフマド（‘Ammār Fāris bn Aḥmad ）ﻋﻤﺎر ﻓﺎرس ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
16) ファーイド・アブー・ハイフ・ブン・アフマド（Fā’id Abū Hayf bn Aḥmad ）ﻓﺎﺋﺪ أﺑﻮ ھﯿﻒ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
17) カイス・ハマーダ・ブン・ハリール（Qays al-Ḥamāda bn Khalīl ）ﻗﯿﺲ اﻟﺤﻤﺎدة ﺑﻦ ﺧﻠﯿﻞ
18) フムスィン・ラッハール・ブン・アリー（Muḥsin al-Raḥḥāl bn ‘Alī ）ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺮﺣﺎل ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
19) ムハンマド・ハミーディー・ブン・ラマダーン（Muḥammad al-Ḥamīdī bn Ramaḍān ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪي ﺑﻦ رﻣﻀﺎن
20) ムハンマド・ユースフ・ブン・ファラジュ（Muḥammad al-Yūsuf bn Faraj ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﯿﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻓﺮج
21) マフムード・ダンダル・ブン・ジャースィム（Maḥmūd al-Dandal bn Jāsim ）ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺪﻧﺪل ﺑﻦ ﺟﺎﺳﻢ
22) マフムード・ムスリム・ブン・マカリー（Maḥmūd Muslim bn Makarī ）ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻣﻜﺮي
23) マンザ・ウジャイリー・ビント・アブドゥルアズィーム（Manza al-’Ujaylī Bint ‘Abd al-‘Aẓīm ）ﻣﺰﻧﮫ اﻟﻌﺠﯿﻠﻲ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﯿﻢ
24) ヒシャーム・アフマド・ブン・スライマーン（Hishām al-Aḥmad bn Sulaymān ）ھﺸﺎم اﻻﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن
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10) ダルアー市

第 1 部門
1)

アミーン・ウマリー・ブン・シハーダ（Amīn al-‘Umarī bn Shiḥāda ）اﻣﯿﻦ اﻟﻌﻤﺮي ﺑﻦ ﺷﺤﺎدة

2)

ジハード・アブー・ナブート・ブン・アターッラー（Jihād Abū Nubūt bn ‘Aṭā Allāh ）ﺟﮭﺎد اﺑﻮ ﻧﺒﻮت ﺑﻦ ﻋﻄﺎ ﷲ

3)

フサイン・アブー・フドゥール・ブン・アリー（Ḥusayn Abū Khuḍūr bn ‘Alī ）ﺣﺴﯿﻦ اﺑﻮ ﺧﻀﻮر ﺑﻦ ﻋﻠﻲ

4)

リヤード・ムサーラマ・ブン・ムハンマド（Riyāḍ al-Musālama bn Muḥammad ）رﯾﺎض اﻟﻤﺴﺎﻟﻤﺔ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

5)

サーミル・アブー・アッラージュ・ブン・サルマーン（Sāmir Abū ‘Arrāj bn Salmān ）ﺳﺎﻣﺮ اﺑﻮ ﻋﺮاج ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن

6)

アーティフ・マハーミード・ブン・ムハンマド（‘Āṭif al-Maḥāmīd bn Muḥammad ）ﻋﺎطﻒ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

7)

ギヤース・ドゥルーウ・ブン・マルズーク（Ghiyāth Dulū‘ bn Marzūq ）ﻏﯿﺎث دﻟﻮع ﺑﻦ ﻣﺮزوق

8)

ファウワーズ・ムサーラマ・ブン・アフマド（Fawwāz al-Musālama bn Aḥmad ）ﻓﻮاز اﻟﻤﺴﺎﻟﻤﺔ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ

9)

カースィム・アイヤーシュ・ブン・ムハンマド（Qāsim ‘Ayyāsh bn Muḥammad ）ﻗﺎﺳﻢ ﻋﯿﺎش ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

10) ムハンマド・ハマーディー・ブン・イマードッディーン（Muḥammad al-Ḥamādī bn ‘ Imād al-Dīn ）ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻤﺎدي ﺑﻦ ﻋﻤﺎد اﻟﺪﯾﻦ
11) ムスタファー・ウルーワ・ブン・ハサン（Muṣṭafā ‘Ulūwa bn Ḥasan ）ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻮه ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
21) マンスール・スワイダーン・ブン・ファルハーン（Manṣūr al-Suwaydān bn Farḥān ）ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺴﻮﯾﺪان ﺑﻦ ﻓﺮﺣﺎن
31) ワアド・アジュリール・ムサーラマ・ビント・ジャマール（Wa‘d Ajlīl al-Musālama Bint Jamāl ）وﻋﺪ اﺟﻠﯿﻞ اﻟﻤﺴﺎﻟﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﺟﻤﺎل
第 2 部門
1)

バースィム・タラブ・ブン・シハーダ（Bāsim al-Ṭalab bn Shiḥāda ）ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻦ ﺷﺤﺎدة

2)

サミール・シャラア・ブン・ヤースィーン（Samīr al-Shar‘ bn Yāsīn ）ﺳﻤﯿﺮ اﻟﺸﺮع ﺑﻦ ﯾﺎﺳﯿﻦ

3)

アビール・ハリール・ビント・サーミー（‘Abīr Khalīl Bint Sāmī ）ﻋﺒﯿﺮ ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻨﺖ ﺳﺎﻣﻲ

4)

アリー・バルマーウィー・ブン・サーリフ（‘Alī al-Barmāwī bn Ṣāliḥ ）ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺮﻣﺎوي ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ

5)

アワド・アバーズィード・ブン・ムハンマド（‘Awaḍ Abāzīdbn Muḥammad ）ﻋﻮض اﺑﺎزﯾﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

6)

カースィム・アブー・ナブート・ブン・ムハンマド（Qāsim Abū Nabūt bn Muḥammad ）ﻗﺎﺳﻢ اﺑﻮ ﻧﺒﻮت ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

7)

カースィム・ジャワービラ・ブン・ムハンマド（Qāsim al-Jawābira bn Muḥammad ）ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺠﻮاﺑﺮة ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

8)

カースィム・マハーミード・ブン・ムハンマド（Qāsim al-Maḥāmīd bn Muḥammad ）ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

9)

ラミース・ガズラーン・ビント・ムハンマド（Lamīs Ghazlān Bint Muḥammad ）ﻟﻤﯿﺲ ﻏﺰﻻن ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ

10) マージド・スワイダーン・ブン・ファッラーフ（Mājid al-Suwaydān bn Fallāḥ ）ﻣﺎﺟﺪ اﻟﺴﻮﯾﺪان ﺑﻦ ﻓﻼح
11) ムハンマド・ガズラーン・ブン・サリーム（Muḥammad Ghazlān bn Salīm ）ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰﻻن ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻢ
12) ナーディーン・スワイダーン・ビント・ムハンマド（Nādīn al-Suwaydān Bint Muḥammad ）ﻧﺎدﯾﻦ اﻟﺴﻮﯾﺪان ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ
11) スワイダー市

第 1 部門
1)

イブラーヒーム・アシュティー・ブン・ムハンマド（Ibrāhīm Ashtī bn Muḥammad ）اﺑﺮاھﯿﻢ اﺷﺘﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

2)

アルカーン・カルバージュ・ブン・フアード（Arkān Karbāj bn Fu’ād ）ارﻛﺎن ﻛﺮﺑﺎج ﺑﻦ ﻓﺆاد

3)

ウサーマ・アッズィー・ブン・タウフィーク（Usāma ‘Azzī bn Tawfīq ）اﺳﺎﻣﺔ ﻋﺰي ﺑﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ

4)

バッシャール・アシュカル・ブン・アディーブ（Bashshār al-Ashqar bn Adīb ）ﺑﺸﺎر اﻻﺷﻘﺮ ﺑﻦ أدﯾﺐ

5)

ズィヤード・マンスール・ブン・アミーン（Ziyād Manṣūr bn Amīn ）زﯾﺎد ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ اﻣﯿﻦ

6)

サーミル・アブー・サアダ・ブン・タウフィーク（Sāmir Abū Sa‘da bn Tawfīq ）ﺳﺎﻣﺮ اﺑﻮ ﺳﻌﺪة ﺑﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ

7)

スライマーン・ニムル・ブン・ナーイフ（Sulaymān al-Nimr bn Nāyif ）ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﻨﻤﺮ ﺑﻦ ﻧﺎﯾﻒ
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8)

シュカイブ・ラドワーン・ブン・ワフバ（Shukayb Raḍwān bn Wahba ）ﺷﻜﯿﺐ رﺿﻮان ﺑﻦ وھﺒﺔ

9)

アドナーン・ミスバル・ブン・タウフィーク（‘Adnān al-Misbar bn Tawfīq ）ﻋﺪﻧﺎن اﻟﻤﺴﺒﺮ ﺑﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ

10) イマード・ナイーム・ブン・ジャミール（‘ Imād Na‘īm bn Jamīl ）ﻋﻤﺎد ﻧﻌﯿﻢ ﺑﻦ ﺟﻤﯿﻞ
11) リーナー・ハートゥーム・ビント・スライマーン（Līnā Ḥāṭūm Bint Sulaymān ）ﻟﯿﻨﺎ ﺣﺎطﻮم ﺑﻨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن
12) ナスル・アブー・ハッラー・ブン・サルマーン（Naṣr Abū Ḥallā bn Salmān ）ﻧﺼﺮ اﺑﻮ ﺣﻼ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن
13) ハイサム・ハーティム・ブン・サルマーン（Haytham Ḥātim bn Salmān ）ھﯿﺜﻢ ﺣﺎﺗﻢ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن
第 2 部門
1)

アディーブ・サラーヤー・ブン・アブドゥッサラーム（Adīb Sarāyā bn ‘Abd al-Salām ）ادﯾﺐ ﺳﺮاﯾﺎ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم

2)

イフサーン・ザイニーヤ・ブン・ユースフ（Iḥsān Zaynīya bn Yūsuf ）اﺣﺴﺎن زﯾﻨﯿﺔ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ

3)

タウフィーク・アシュウーシュ・ブン・ユースフ（Tawfīq al-‘Ash‘ūsh bn Yūsuf ）ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﻌﺸﻌﻮش ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ

4)

ハッサーン・ドゥワイアル・ブン・ナウワーフ（Ḥassān Duway‘ar bn Nawwāf ）ﺣﺴﺎن دوﯾﻌﺮ ﺑﻦ ﻧﻮاف

5)

ハーリド・マズハル・ブン・ジャミール（Khālid Mazhar bn Jamīl ）ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺰھﺮ ﺑﻦ ﺟﻤﯿﻞ

6)

タラール・ダウワーラ・ブン・ファウズィー（Ṭalāl Dawwāra bn Fawzī ）طﻼل دوارة ﺑﻦ ﻓﻮزي

7)

イマードッディーン・アトラシュ・ブン・ハーニー（‘ Imād al-Dīn al-Aṭrash bn Hānī ）ﻋﻤﺎد اﻟﺪﯾﻦ اﻻطﺮش ﺑﻦ ھﺎﻧﻲ

8)

イマード・ジャリーラ・ブン・アッサーフ（‘ Imād Jarīra bn ‘Assāf ）ﻋﻤﺎد ﺟﺮﯾﺮة ﺑﻦ ﻋﺴﺎف

9)

ファウズィー・バドイーシュ・ブン・ナーイフ（Fawzī al-Bad‘īsh bn Nāyif ）ﻓﻮزي اﻟﺒﺪﻋﯿﺶ ﺑﻦ ﻧﺎﯾﻒ

10) ファイサル・バールーキー・ブン・ファフド（Fayṣal al-Barūkī bn Fahd ）ﻓﯿﺼﻞ اﻟﺒﺎروﻛﻲ ﺑﻦ ﻓﮭﺪ
11) ファイサル・シャッアール・ブン・ファウズィー（Fayṣal al-Sha‘‘ār bn Fawzī ）ﻓﯿﺼﻞ اﻟﺸﻌﺎر ﺑﻦ ﻓﻮزي
12) ナースィル・ナイーム・ブン・ガーリブ（Nāṣir Na‘īm bn Ghālib ﻧﺎﺻﺮ ﻧﻌﯿﻢ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ.）
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