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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 (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 امين بن بركات احمد ） 

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

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

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

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

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 موفق بن النن عمار احمد ） 

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 صالح بنت الطحان قره امالي ） 

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

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

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 عبدهللا بن عبدالواحد ايمن ） 

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 هيثم محمد بنت النوري ايناس ） 

12) バースィル・マイフーブ・ブン・マフムード（Bāsil Mayhūb bn Maḥmūd محمود بن ميهوب باسل ） 

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 محمود بن عياش الدين بدر ） 

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 سمعان بن البركات بركات ） 

15) バッサーム・バラカート・ブン・アフマド（Bassām Barakāt bn Aḥmad احمد بن بركات بسام ） 

16) バッシャール・クーバー・ブン・フランスィース（Bashshār Qūbā bn Fransīs فرنسيس بن قوبا بشار ） 

17) ブシュラー・ズライカ・ビント・ハーシム（Bushrā Zurayqa Bint Hāshim هاشم بنت زريقة بشرى ） 

18) タハーニー・ラフビー・ビント・ナーズィム（Tahānī al-Raḥbī Bint Nāẓim ناظم بنت الرحبي تهاني ） 

19) ジャミール・ウームリー・ブン・アリー（Jamīl Ūmrī bn ‘Alī علي بن اومري جميل ） 

20) ハサン・トゥルクジー・ブン・アリー（Ḥasan Turkjī bn ‘Alī علي بن تركجي حسن ） 

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 سعيد محمد بن محمح رفيق ） 

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 عبدالحكيم بن دكاك سمير ） 

23) シャーディー・ザルファ・ブン・ファイサル（Shādī Zalfa bn Fayṣal فيصل بن زلفه شادي ） 

24) アーディル・アラビー・ブン・アンワル（‘Ādil al-‘Alabī bn Anwar انور بن العلبي عادل ） 

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 علي بن السيد عبدالستار ） 
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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 بن طناطره عبدهللا 

سعيد محمد ） 

27) アビール・ザブヤーン・ビント・タフスィーン（‘Abīr Ẓabyān Bint Taḥsīn تحسين بنت ظبيان عبير ） 

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 ابراهيم بنت جوهره فايزة ） 

29) フィラース・アズブ・ブン・アミーン（Firās al-‘Azb bn Amīn امين بن العزب فراس ） 

30) ルアイユ・ハジャル・ブン・ラマダーン（Lu’ayy al-Ḥajal bn Ramaḍān رمضان بن الحجل لؤي ） 

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 الدين نور بن الغراوي مازن ） 

32) マーズィン・シャーヒーン・ブン・アーディル（Māzin Shāhīn bn ‘Ādil عادل بن شاهين مازن ） 

33) マーヒル・クライト・ブン・ルトフィー（Māhir Qurayṭ bn Luṭfī لطفي بن قريط ماهر ） 

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 عبدهللا بنت تللو ماوية 

 （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 بنت عبدهللا ماويه 

غازي محمد ） 

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 بن القزاز محمد 

 （نبيل

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 فوزي محمد بن سقباني حسان محمد ） 

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 وليد بن العلبي خالد محمد ） 

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 معروف بن رباب خير محمد ） 

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 

عبدالفتاح بن شاويش رفيق محمد ） 

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 بن المارديني ضياء محمد 

 （طه

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 طالب بن مراد عصام محمد ） 

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 

سليم محمد بن دكدك غسان محمد ） 

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 

عبدالسالم بن عثمان مخلص ） 

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 ابراهيم بن مصطفى محمد ） 

46) マリヤム・アッブード・ビント・アスアド（Mariyam ‘Abbūd Bint As‘ad اسعد بنت عبود مريم ） 

47) ナディーム・ダフダル・ブン・アターッラー（Nadīm Daḥd al-bn ‘Aṭā Allāh هللا عطا بن دحدل نديم ） 

48) ハーディー・バイドゥーン・ブン・ハサン（Hādī Bayḍūn bn Ḥasan حسن بن بيضون هادي ） 

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 بسام محمد بن عثمان ياسر ） 

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 محمد بن قصيباتي يوسف 

 （رشيد

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 عامر بنت جمعه آالء ） 

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

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 اسماعيل بن فليون ابراهيم ） 

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 يرمن بنت جزماتي انتصار ） 

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

6) ビラール・ナッアール・ブン・ムハンマド（Bilāl al-Na‘‘āl bn Muḥammad محمد بن النعال بالل ） 
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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 ابراهيم بن حرب تميم ） 

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 محمد بنت النوري جمانه 

 （مأمون

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

10) ハーリド・バーラーフィー・ブン・ガーズィー（Khālid Bārāfī bn Ghāzī غازي بن بارافي خالد ） 

11) ズハイリー・ムハンマド・ブン・サーリフ（Zuhayr Muḥammad bn Ṣāliḥ صالح بن محمد زهير ） 

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 عبدالحميد بن الزايد زياد ） 

13) ズィヤード・マズルーム・ブン・ターリブ（Ziyād al-Maẓlūm bn Ṭālib طالب بن المظلوم زياد ） 

14) ズィヤード・サーリハ・ブン・ハムディー（Ziyād Ṣāliḥa bn Ḥamdī حمدي بن صالحة زياد ） 

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 سمير 

عدنان بن الجزائرلي عبدالمؤمن ） 

16) シャーディー・スッカリーヤ・ブン・イリヤース（Shādī Sukkarīya bn Iliyās الياس بن سكرية شادي ） 

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 

الدين جمال بن المصري ） 

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 محمد بن كنعان عبدالرحمن ） 

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 بن عثمان عبدالغني 

 （عبدالعزيز

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 سعيد محمد بن كلعو عمار ） 

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 بشار محمد بن خضره عمر ） 

22) ガフラーン・マラーク・ビント・ファーディル（Ghafrān Malāk Bint Fāḍil فاضل بنت مالك غفران ） 

23) ファイサル・スルール・ブン・ズハイリー（Fayṣal Surūr bn Zuhayr زهير بن سرور فيصل ） 

24) カーミル・ビシャーラ・ブン・スライマーン（Kāmil al-Bishāra bn Sulaymān سليمان بن البشاره كامل ） 

25) ライラー・アッバース・ビント・ムハンマド（Laylā al-‘Abbās Bint Muḥammad محمد بنت العباس ليلى ） 

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 عبدالفتاح بن المصري مأمون ） 

27) マーズィン・ダッバース・ブン・ラスラーン（Māzin al-Dabbās bn Raslān رسالن بن الدباس مازن ） 

28) マーズィン・サルジャ・ブン・アーディル（Māzin Thalja bn ‘Ādil عادل بن ثلجه مازن ） 

29) マジュド・ハッラーク・ブン・ムハンマド（Majd al-Ḥallāq bn Muḥammad محمد بن الحالق مجد ） 

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 احمد بن الحديد زند محمد ） 

31) ムハンマド・アーキル・ブン・ヒシャーム（Muḥammad al-‘Āqil bn Hishām هشام بن العاقل محمد ） 

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 راتب محمد بن البغدادي اياد محمد ） 

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 احمد بن البرني حسان محمد ） 

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 الدين شمس بن دخان محمد ） 

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 بن المارديني رامز محمد 

 （طه

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 حكمت بن الخيمي شادي محمد ） 

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 

احمد بن السروجي خادم شجاع محمد ） 

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 بن كريشاتي طارق محمد 

 （زياد

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 

الدين صالح بن دللول عبدالحي محمد ） 

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 الدين نور بن عزام محمد ） 
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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 سالم بن االدلبي غياث محمد ） 

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 بن بك علي فراس محمد 

 （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 جاسم بن العرب قاسم محمد ） 

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 قيس محمد 

عبدالرحمن بن رمضان ） 

45) ムハンマド・ムルヒム・ブン・アリー（Muḥammad Mulḥim bn ‘Alī علي بن ملحم محمد ） 

46) マシュフール・アリー・ブン・アフマド（Mashhūr ‘Alī bn Aḥmad احمد بن علي مشهور ） 

47) ニバール・アフマド・ブン・ハーリス（Nibāl Aḥmad bn Ḥāris حارس بن احمد نبال ） 

48) ナスル・サアブ・ブン・カリーム（Naṣr Ṣa‘b bn Karīm كريم بن صعب نصر ） 

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 جبران بن شاميه جرجي هاني ） 

50) ワディーウ・ハムダーン・ブン・サーフィー（Wadī‘ Ḥamdān bn Ṣāfī صافي بن حمدان وديع ） 

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 

مصطفى بن شومان ابراهيم احمد احمد ） 

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

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

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

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 جوزيف بنت بلدي انطوانيت ） 

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 محمد ايهم 

عبدالعزيز بن العيسى ） 

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

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

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

10) ハサン・シャリーディー・ブン・サッルーム（Ḥasan al-Sharīdī bn Sallūm سلوم بن الشريدي حسن ） 

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 عبدالسالم بن عساف حمدو ） 

12) ハーリド・シャビーブ・ブン・ユースフ（Khālid al-Shabībbn Yūsuf يوسف بن الشبيب خالد ） 

13) ハーリド・アッサーフ・ブン・アフマド（Khālid al-‘Assāf bn Aḥmad احمد بن العساف خالد ） 

14) ディーミトリー・イーサー・ブン・イリヤース（Dīmitrī‘Īsā bn Iliyās الياس بن عيسى ديمتري ） 

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 رياض محمد بنت حجار ذكرى ） 

16) ラアファト・ナッバハーン・ブン・アリー（Ra‘fat al-Nabbahān bn ‘Alī علي بن النبهان رأفت ） 

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 توفيق بنت قدور حاج رانية ） 

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 عبدالوهاب بن بي زهير ） 

19) サニーフ・ジュムア・ブン・フサイン（Sanīḥ Jum‘a bn Ḥusayn حسين بن جمعة سنيح ） 

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 بن الزعيتر صفوان 

نادر محمد ） 

21) タラール・ジュナイダーン・ブン・アリー（Ṭalāl Junaydān bn ‘Alī علي بن جنيدان طالل ） 

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 محمد بن الجفال عبدالعزيز ） 

23) アブドゥッラー・イーサー・ブン・ハミース（‘Abd Allāh al-‘Īsā bn Khamīs خميس بن العيسى عبدهللا ） 
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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 محمد بن خليل عبدهللا ） 

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 al-

Fattāḥ عبدالفتاح بن عبدالحنان عبدالرزاق ） 

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 ابراهيم بن اسكندراني عبدهللا ） 

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 عبدالكريم بن ظاظا عدنان ） 

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 حكمت بن مؤذن الدين عالء ） 

29) イーサー・イブラーヒーム・ブン・スブヒー（‘Īsā al-Ibrāhīm bn Ṣubḥī صبحي بن االبراهيم عيسى ） 

30) ガーズィー・ハッターブ・ブン・ラフムー（Ghāzī Khaṭṭāb bn Raḥmū رحمو بن خطاب غازي ） 

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 ابراهيم بن العيسى فائز ） 

32) ファーイズ・ムサッティト・ブン・マフムード（Fā’iz Musattit bn Maḥmūd محمود بن مستت فائز ） 

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 عبدهللا بن سيريس فارس ） 

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 دي محمد بنت حايك سمان مصعب فاطمه ） 

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 ابراهيم بن الدندن الدين مجد ） 

36) ムハンマド・アリーフ・ブン・サッターム（Muḥammad al-‘Arīf bn Ṣaṭṭām صطام بن العريف محمد ） 

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 بن شعشاعه جميل محمد 

 （حسني

38) ムハンマド・ハンヌーシュ・ブン・アフマド（Muḥammad Ḥannūsh bn Aḥmad احمد بن حنوش محمد ） 

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 صالح بن الحسن رضوان محمد ） 

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 

فاروق بن الجاسم علي حج فراس محمد ） 

41) ムハンマド・クッル・ウマル・ブン・アフマド（Muḥammad Kull ‘Umar bn Aḥmad احمد بن عمر كل محمد ） 

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 عاصي كميت محمد 

حسن بن الشيخ ） 

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 بن زلط نبيل محمد 

 （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 محمد بن القادر العبد محمود ） 

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 العبد محمود 

عبدالعزيز بن الكريم ） 

46) マフムード・アッルーシュ・ブン・ハサン（Maḥmūd al-‘Allūsh bn Ḥasan حسن بن لعلوشا محمود ） 

47) ムスタファー・クーサー・ブン・ムハンマド（Muṣṭafā Kūsā bn Muḥammad محمد بن كوسا مصطفى ） 

48) ムーサー・アフマド・ブン・イブラーヒーム（Mūsā al-Aḥmad bn Ibrāhīm ابراهيم بن االحمد موسى ） 

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 ياسين بنت سراقبي ناديه ） 

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 محمد بن جنيد الحاج نصر 

 （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 فريد بنت رشيد حبو نورهان ） 

52) ヤフヤー・ハーッジ・ハマーダ・ブン・アフマド（Yaḥyā Ḥājj Ḥamāda bn Aḥmad احمد بن حماده حاج يحيى ） 

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 عبدالباسط بن المحمد يوسف ） 

54) ユースフ・ユーヌス・ブン・ハミース（Yūsuf al-Yūnus bn Khamīs خميس بن اليونس يوسف ） 

第 2 部門 

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

2) イブラーヒーム・ナーイフ・ブン・ザキー（Ibrāhīm al-Nāyif bn Zakī زكي بن النايف ابراهيم ） 
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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 خالد بن بدور ابراهيم ） 

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 خير محمد بن الشواخ احمد ） 

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 سامي بن خللو مروان احمد ） 

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

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 حسن بن اشرم فيصل جمال ） 

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

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

10) ハサン・ハラフ・ブン・アフマド（Ḥasan Khalaf bn Aḥmad احمد بن خلف حسن ） 

11) フサイン・アッルーシュ・ブン・アフマド（Ḥusayn al-‘Allūsh bn Aḥmad احمد بن العلوش حسين ） 

12) ハミード・カンヌー・ブン・ファーディル（Ḥamīd Kannū bn Fāḍil فاضل بن كنو حميد ） 

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 عبدالرزاق بن العلي حيدر ） 

14) リヤード・ウカイド・ブン・ファーイク（Riyāḍ ‘Ukayd bn Fā’iq فائق بن عكيد رياض ） 

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 السماعيل الدين سعد 

عبدالقادر بن ） 

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 محمد بن ايوب شيخ سليمان ） 

17) サミール・ジャアファル・ブン・ムスタファー（Samīr Ja‘far bn Muṣṭafā مصطفى بن جعفر سمير ） 

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 عبدالغني بنت طويلة سهى ） 

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 ارتين بن ميناسيان شاهي ） 

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 جمال محمد بن عجله صالح ） 

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 بن عبدالحميد عبدالحميد 

 （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 احمد بن محمد عبدالرحيم ） 

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 جمعه عبدالعزيز 

جمعه بن العساف ） 

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 احمد بن دملخي ادرعبدالق ） 

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 صالح بن ابراهيم عبدهللا ） 

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 عمر بن االبراهيم عبدهللا ） 

27) アリー・アフマド・ブン・ナアサーン（‘Alī al-Aḥmad bn Na‘sān نعسان بن االحمد علي ） 

28) アリー・ハッルー・ブン・ダーウド（‘Alī Khallū bn Dāwud داود بن خلو علي ） 

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 فؤاد بن معراوي الدين عماد ） 

30) ガーニム・ワスミー・ブン・アフマド（Ghānim al-Wasmī bn Aḥmad احمد بن الوسمي غانم ） 

31) ガッサーン・アズーズ・ブン・イブラーヒーム（Ghassān ‘Azūz bn Ibrāhīm ابراهيم بن عزوز غسان ） 

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 حافظ بن الفاضل فاضل ） 

33) ファウワーズ・アリー・ブン・ハラフ（Fawwāz ‘Alī bn Khalaf خلف بن علي فواز ） 

34) カラム・ハスクール・ブン・ジューズィーフ（Karam Ḥaskūr bn Jūzīf جوزيف بن حسكور كرم ） 

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 واروزان بنت مانوك ماريا ） 

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

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 علي بن شالش تمام محمد ） 

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 بري شعبان محمد 

الدين عز بن ） 

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 

عبدالفتاح بن الخلوف عدنان محمد ） 

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 بن ملحو علي 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 سامي بن الرزوق مرهاف محمد ） 

42) ムハンマド・ムーサー・ブン・ハラール（Muḥammad Mūsā bn Halāl هالل بن موسى محمد ） 

43) マフムード・アムーナ・ブン・ハマドゥー（Maḥmūd Amūna bn Ḥamdū حمدو بن امونه محمود ） 

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 صفوه بن كعكه فوزي محمود ） 

45) ヌワイラーン・アフマド・ブン・ムスタファー（Nuwayrān Aḥmad bn Muṣṭafā مصطفى بن احمد نويران ） 

46) ユースフ・ダッシュー・ブン・アフマド（Yūsuf Dashshū bn Aḥmad احمد بن دشو يوسف ） 

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 محيميد بن خراطة احمد ） 

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

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

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

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

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

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

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

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 محمود بن محمد الشيخ احمد ） 

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 بن الكيالني اسماعيل 

ديب محمد ） 

11) イリヤース・シハーダ・ブン・ハサン（Iliyās Shiḥāda bn Ḥasan حسن بن شحادة الياس ） 

12) イヤード・タイジン・ブン・カースィム（Iyād Ṭayjin bn Qāsim قاسم بن طيجن اياد ） 

13) サーイル・ブンヤーン・ブン・ファイサル（Thā’ir Bunyān bn Fayṣal فيصل بن بنيان ثائر ） 

14) ハッサーン・ハウ・ブン・ファーリス（Ḥassān al-Ḥaww bn Fāris فارس بن الحو حسان ） 

15) ハサン・マスウード・ブン・マスウード（Ḥasan Mas‘ūd bn Mas‘ūd مسعود بن مسعود حسن ） 

16) ハーリド・ウマル・ブン・ユースフ（Khālid ‘Umar bn Yūsuf يوسف بن عمر خالد ） 

17) ハーリド・ユースフ・ブン・ジャマール（Khālid Yūsuf bn Jamāl جمال بن يوسف خالد ） 

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 عبدالحليم بن دورغن ذياب ） 

19) ラーミズ・バフブーフ・ブン・ファウズィー（Rāmiz Baḥbūḥ bn Fawzī فوزي بن بحبوح رامز ） 

20) リヤード・ハザーウ・ブン・マムドゥーフ（Riyāḍ Hazā‘ bn Mamdūḥ ممدوح بن هزاع رياض ） 

21) ズィヤード・ハーリド・ブン・ハリール（Ziyād Khālid bn Khalīl خليل بن خالد زياد ） 

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 خير محمد بن جبارة سفيان ） 

23) サミール・ラクティーナ・ブン・アミール（Samīr Laqṭīna bn Amīr امير بن لقطينة سمير ） 

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 عبدالرحيم بن بكرو صالح ） 

25) サーリフ・マンスール・ブン・アリー（Ṣāliḥ Manṣūr bn ‘Alī علي بن منصور صالح ） 

26) スブヒーヤ・ジュムア・ビント・ワファー（Ṣubḥīya Jum‘a Bint Wafā وفا بنت جمعة صبحية ） 

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 عدنان محمد بنت راشد صفاء ） 

28) アーミル・ハラフ・ブン・イブラーヒーム（‘Āmir Khalaf bn Ibrāhīm ابراهيم بن خلف عامر ） 

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 ابراهيم بن رمضان عبدهللا ） 

30) イサーム・ナーイファ・ブン・フサイン（‘ Iṣām Nāyifa bn Ḥusayn حسين بن نايفة عصام ） 

31) アリー・ラシュク・ブン・マフムード（‘Alī Rashq bn Maḥmūd محمود بن رشق علي ） 
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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 الدين عماد 

سعيد محمد بن الخطيب ） 

33) アンマール・ムーサー・ブン・アブドゥー（‘Ammār Mūsā bn ‘Abdū عبدو بن موسى عمار ） 

34) ウマル・カトクート・ブン・アリー（‘Umar Katkūt bn ‘Alī علي بن كتكوت عمر ） 

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 عبيد بن الجمعان فالح ） 

36) カースィム・ズィヤーブ・ブン・ムハンマド（Qāsim al-Dhiyāb bn Muḥammad محمد بن الذياب قاسم ） 

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 مصطفى بنت مشلي اتوه لونه ） 

38) リーナ・ズウビー・ビント・アーヒド（Līna al-Zu‘bī Bint ‘Āhid عاهد بنت الزعبي لينه ） 

39) マージド・ビータール・ブン・ファフド（Mājid al-Bīṭār bn Fahd فهد بن البيطار ماجد ） 

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 فواز بن الشماط مازن ） 

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 نذير محمد بن الحافي ماهر ） 

42) ムハンマド・バヒーターン・ブン・ハーリド（Muḥammad al-Bakhītān bn Khālid خالد بن البخيتان محمد ） 

43) ムハンマド・アブド・ブン・カースィム（Muḥammad al-‘Abd bn Qāsim قاسم بن العبد محمد ） 

44) ムハンマド・トゥルクマーン・ブン・アリー（Muḥammad Turkmān bn ‘Alī علي بن تركمان محمد ） 

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 ظهير محمد بن القادري تيسير محمد ） 

46) ムハンマド・マダーウィヤ・ブン・アリー（Muḥammad Maḍāwiya bn ‘Alī علي بن مضاوية محمد ） 

47) ムンイム・アンディーウィー・ブン・ユースフ（Mun‘im Andīwī bn Yūsuf يوسف بن انديوي منعم ） 

48) ミーシール・カッラーズ・ブン・アンワル（Mīshīl Karraz bn Anwar انور بن كراز ميشيل ） 

49) ナズィール・アラビーニーヤ・ブン・ユースフ（Nadhīr ‘Arabīnīya bn Yūsuf يوسف بن عربينية نذير ） 

50) ヒシャーム・ダーリー・ブン・スライマーン（Hishām al-Dālī bn Sulaymān سليمان بن الدالي هشام ） 

51) ユースフ・ハンムード・ブン・イブラーヒーム（Yūsuf Ḥammūd bn Ibrāhīm ابراهيم بن حمود يوسف ） 

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 سعيد بن افغاني احمد ） 

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

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 محمد بن حيدر حسام احمد ） 

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

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

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 عبدالكريم بن علي الشيخ امين ） 

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 عبدالغني بن ادم ايمن ） 

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 محمد بن السيد ايمن 

الدين بدر ） 

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 محمد بن مصطفى ابراهيم ） 

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 خير محمد بن النادر اياد ） 

11) イブラーヒーム・アーシク・ブン・アリー（Ibrāhīm al-‘Āshiq bn ‘Alī علي بن العاشق ابراهيم ） 

12) アフマド・リファーイー・ブン・ジャブル（Aḥmad al-Rifā‘ī bn Jabr جبر بن الرفاعي احمد ） 

13) バドル・スライマーン・ブン・マフムード（Badr al-Sulaymān bn Maḥmūd محمود بن السليمان بدر ） 

14) バッサーム・アーミル・ブン・ワジーフ（Bassām ‘Āmir bn Wajīh وجيه بن عامر بسام ） 

15) ジャマール・カッドゥール・ブン・リハーウィー（Jamāl Qaddūr bn Rihāwī رهاوي بن قدور جمال ） 

16) フサイン・アブドゥッラー・ブン・アリー（Ḥusayn al-‘Abd Allāh bn ‘Alī علي بن هللا العبد حسين ） 

17) ハリール・ダーウド・ブン・サミール（Khalīl Dāwud bn Samīr سمير بن داود خليل ） 

18) ハリール・シハーダ・ブン・イブラーヒーム（Khalīl Shiḥāda bn Ibrāhīm ابراهيم بن شحادة خليل ） 
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19) ライダーン・シャイフ・ブン・アリー（Raydān al-Shayhk bn ‘Alī علي بن الشيخ ريدان ） 

20) ザーヒル・アフマド・ブン・アフマド（Zāhir Aḥmad bn Aḥmad احمد بن احمد زاهر ） 

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 محمد بن شنب ابو زياد ） 

22) サフワーン・ダーヒル・ブン・アフマド（Ṣafwān Ḍāhir bn Aḥmad احمد بن ضاهر صفوان ） 

23) アーディル・ハリール・ブン・ムハンマド（‘Ādil Khalīl bn Muḥammad محمد بن خليل عادل ） 

24) アーリフ・アブー・ハルブ・ブン・フサイン（‘Ārif Abū Ḥarb bn Ḥusayn حسين بن حرب ابو عارف ） 

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 احمد بن ضميرية عبدالرزاق ） 

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 خالد بن المغربي عبدالفتاح ） 

27) アブドゥッラー・ハンジャル・ブン・ユースフ（‘Abd Allāh Ḥanjar bn Yūsuf يوسف بن حنجر عبدهللا ） 

28) アブドゥッラー・ザーリウ・ブン・ムハンマド（‘Abd Allāh Zāri‘ bn Muḥammad محمد بن زارع عبدهللا ） 

29) アドナーン・ビールクダール・ブン・ハーミド（‘Adnān Bīrqdār bn Ḥāmid حامد بن بيرقدار عدنان ） 

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 خالد بن حديد الدين عماد ） 

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 علي محمد بن الكردي عماد ） 

32) ウマル・ビカーイー・ブン・アフマド（‘Umar al-Biqā‘ī bn Aḥmad احمد بن البقاعي عمر ） 

33) フィッダ・ハッターブ・ビント・ハッターブ（Fiḍḍa Khaṭṭāb Bint Khaṭṭāb خطاب بنت خطاب فضة ） 

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 مرعي بنت بدير فوزية ） 

35) ファイサル・ターリブ・ブン・ムハンマド（Fayṣal Ṭālib bn Muḥammad محمد بن طالب فيصل ） 

36) ラマー・ハンムード・ビント・スブヒー（Lamā Ḥammūd Bint Ṣubḥī صبحي بنت حمود لما ） 

37) ムウミン・ガーズィー・ブン・アフマド（Mu’min Ghāzī bn Aḥmad احمد بن غازي مؤمن ） 

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 عبدالعزيز بن عريضة محمد ） 

39) ムハンマド・シャーヒーン・ブン・アリー（Muḥammad Shāhīn bn ‘Alī علي بن شاهين محمد ） 

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 عبدالكريم بن الخولي محمود ） 

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 ديب محمد بن القادري محمود ） 

42) ムズィーン・ハリーマ・ビント・ムハンマド（Muzīn Ḥalīma Bint Muḥammad محمد بنت حليمة مزين ） 

43) ムハンナド・ダルハバーニー・ブン・ディーブ（Muhannad al-Darkhabānī bn Dīb ديب بن الدرخباني مهند ） 

44) ナーヒド・スライマーン・ブン・ムルヒム（Nahiḍ Sulaymān bn Mulḥim ملحم بن سليمان ناهض ） 

45) ナジャーフ・アルヌース・ビント・ムハンマド（Najāḥ ‘Arnūs Bint Muḥammad محمد بنت عرنوس نجاح ） 

46) ハーイル・ハイル・ビク・ブン・ハイル・ビク（Hā’il Khayr Bik bn Khayr Bik بك خير بن بك خير هائل ） 

47) ハイサム・ミスリー・ブン・ファトヒー（Haytham al-Miṣrī bn Fatḥī فتحي بن المصري هيثم ） 

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 عبدالكريم بن القاضي وليد ） 

49) ユースフ・サラーマ・ブン・ディーブ（Yūsuf Salāma bn Dīb ديب بن سالمة يوسف ） 

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 علي بن ادريس ابراهيم ） 

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

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 نعسان بن المبارك العلي احمد ） 

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

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

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

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 عبدالكريم بنت الوعري اعتدال ） 
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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 يوسف بن الخوري الياس ） 

9) バッサーム・ムハンマド・ブン・ユーヌス（Bassām al-Muḥammad bn Yūnus يونس بن المحمد بسام ） 

10) ジャービル・ムドリジュ・ブン・ムハンマド（Jābir Mudlij bn Muḥammad محمد بن مدلج جابر ） 

11) フサーム・マンスール・ブン・ラシード（Ḥusām al-Manṣūr bn Rashīd رشيد بن المنصور حسام ） 

12) フサーム・アウダ・ブン・ムハンマド（Ḥusām ‘Awda bn Muḥammad محمد بن عودة حسام ） 

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 عبدالكريم بن عبدالكريم حسن ） 

14) フサイン・イドリース・ブン・サイード（Ḥusayn Idrīs bn Sa‘īd سعيد بن ادريس حسين ） 

15) サーイル・フドゥール・ブン・ナスル（Sā’ir al-Khuḍūr bn Naṣr نصر بن الخضور سائر ） 

16) サーリム・ムハイスィン・ブン・ムハイビル（Sālim Muḥaysinbn Mukhaybir مخيبر بن محيسن سالم ） 

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 ابراهيم بن الجابر سليمان ） 

18) サミーヤ・バルグース・ビント・シャーキル（Samīya Barghūth Bint Shākir شاكر بنت برغوث سمية ） 

19) サミール・アッバース・ブン・スライマーン（Samīr ‘Abbās bn Sulaymān سليمان بن عباس سمير ） 

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 سليمان بنت شعار سوسن ） 

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 عبدهللا بن المحمود طارق ） 

22) アーディル・ムハンマド・ブン・バラカート（‘Ādil al-Muḥammad bn Barakāt بركات بن المحمد عادل ） 

23) アルファーン・バーリー・ブン・ムハンマド（‘Arfān Bālī bn Muḥammad محمد بن بالي عرفان ） 

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 اسماعيل بن بركات عزام ） 

25) アズィーズ・フーリー・ブン・アティーヤ（‘Azīz al-Khūrī bn ‘Aṭīya عطية بن الخوري عزيز ） 

26) アリー・イーサー・ブン・サーリフ（‘Alī ‘Īsā bn Ṣāliḥ صالح بن عيسى علي ） 

27) イマード・ディーブ・ブン・ハビーブ（‘ Imād Dīb bn Ḥabīb حبيب بن ديب عماد ） 

28) アンマール・ダーギスターニー・ブン・ハーリド（‘Ammār Dāghistānī bn Khālid خالد بن داغستاني عمار ） 

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 عبدالرحمن بن الشامي عمر ） 

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 طلعات بن الدين العز عمر ） 

31) アワド・アミーン・ブン・カースィム（‘Awaḍ Amīn bn Qāsim قاسم بن امين عوض ） 

32) ガッサーン・シャクーフ・ブン・スライマーン（Ghassān Shaqūf bn Sulaymān سليمان بن شقوف غسان ） 

33) ギヤース・ハッダード・ブン・ラシード（Ghiyāth Ḥaddād bn Rashīd رشيد بن حداد غياث ） 

34) カマール・ハッラーク・ブン・ハーリド（Kamāl al-Ḥallāq bn Khālid خالد بن الحالق كمال ） 

35) ラマー・タッバーウ・ビント・ラーティブ（Lamā Ṭabbā‘ Bint Rātib راتب بنت طباع لمى ） 

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 سعيد محمد بن زيدان مازن ） 

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 بهيج بن بربر شمعون مالك ） 

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 جمال محمد بن السباعي تمام محمد ） 

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 تمام محمد 

فرحان بن المسموم ） 

40) ムハンマド・ハジューズ・ブン・ムスタファー（Muḥammad Ḥajūz bn Muṣṭafā مصطفى بن حجوز محمد ） 

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 عبدالوهاب بن حسين محمد ） 

42) ムハンマド・タッラーフ・ブン・ハビーブ（Muḥammad Ṭarrāf bn Ḥabīb حبيب بن طراف محمد ） 

43) ムハンマド・ムハンマド・ブン・ハーミド（Muḥammad Muḥammad bn Ḥāmid حامد بن محمد محمد ） 

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 

خير محمد بن المدني ممتاز محمد ） 

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 بن غنومة وليد محمد 

 （عبدهللا

46) マアッラー・ハリール・ブン・ヤフヤー（Ma‘allā al-Khalīl bn Yaḥyā يحيى بن الخليل معال ） 
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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 سليمان بن الخضور منهل ） 

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 سليمان بن الخطيب موفق ） 

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 عبدالعزيز بن الطالب نادر ） 

50) ナビール・カラマ・ブン・ナウーム（Nabīl Karama bn Na‘ūm نعوم بن كرمه نبيل ） 

51) ニザール・ユーヌス・ヤン・ヤフヤー（Nizār Yūnus Yan Yaḥyā يحيى ين يونس نزار ） 

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 عبدالكريم بن الجلخ نوح ） 

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 احمد بنت هللا العبد هنادي ） 

54) ワファー・キーシー・ビント・ナスーフ（Wafā’ Kīshī Bint Naṣūḥ نصوح بنت كيشي وفاء ） 

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 راتب بن خضور احمد ） 

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

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 الخالد محمد بن عابد احمد ） 

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

5) イヤード・サラーマ・ブン・アフマド（Iyād Salāma bn Aḥmad احمد بن سالمة اياد ） 

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 عبدالجليل بن عطية بديع ） 

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 صبحي محمد بن الحميد برهان ） 

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

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

10) ハイダル・アイユーブ・ブン・ターヒル（Ḥaydar Ayyūb bn Ṭāhir طاهر بن ايوب حيدر ） 

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 خالدية 

محمد بنت الحمود عزاب ） 

12) ダッハーム・イーサー・ブン・ジャドイー（Daḥḥām al-’Īsā bn Jad‘ī جدعي بن العيسى دحام ） 

13) ラースィム・サイラフィー・ブン・ファフミー（Rāsim Ṣayrafī bn Fahmī فهمي بن صيرفي راسم ） 

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 عبدالعزيز بن الملحم زياد ） 

15) サミール・ダルービー・ブン・アドハム（Samīr Darūbī bn Adham ادهم بن دروبي سمير ） 

16) シャフィーク・ジャッルース・ブン・ジルジス（Shafīq Jarrūs bn Jirjis جرجس بن جروس شفيق ） 

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 عبدالمنير بن ابراهيم صالح ） 

18) スブヒー・アリー・ディーブ・ブン・ラドワーン（Ṣubḥī ‘Alī Dīb bn Raḍwān رضوان بن ديب علي صبحي ） 

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 يوسف بن الجاني الدين صالح ） 

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 امين محمد بنت مندو ضحوك ） 

21) アーミル・アッブード・ブン・ジャミール（‘Āmir ‘Abbūd bn Jamīl جميل بن عبود عامر ） 

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 حسن بن ادريس االله عبد ） 

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 محمود بن الصالح عبدالحميد ） 

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 محمد بن مطلق عبدالمجيد ） 

25) アドナーン・ジュムア・ブン・アフマド（‘Adnān al-Jum‘a bn Aḥmad احمد بن الجمعة عدنان ） 

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 محمود بن شمالي الدين عز ） 

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 عبدالمعطي بن ختم علي ） 

28) アンマール・ラジューブ・ブン・ムフタール（‘Ammār Rajūb bn Mukhtār مختار بن رجوب عمار ） 

29) ファーディー・サッルーム・ブン・シャリーフ（Fādī al-Sallūm bn Sharīf شريف بن السلوم فادي ） 

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 عبدالحميد بن الهاشمي فواز ） 

31) ファイサル・トゥラース・ブン・サカール（Fayṣal Ṭulās bn Sakār سكار بن طالس لفيص ） 
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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 بن زعرور بشار محمد 

 （يحيى

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 بن الحجة جودت 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 بهجت بن عمران مختار محمد ） 

35) ムハンマド・ムーサー・ブン・ハーシム（Muḥammad Mūsā bn Hāshim هاشم بن موسى محمد ） 

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 همام محمد 

علي محمد بن غالي ） 

37) ムハンマド・アフィーファ・ブン・ユーヌス（Muḥammad ‘Afīfa bn Yūnus يونس بن عفيفة محمد ） 

38) マフムード・ディーブ・ブン・ハーミド（Maḥmūd al-Dīb bn Ḥāmid حامد بن الديب محمود ） 

39) マフムード・アムーリー・ブン・アムーリー（Maḥmūd al-‘Amūrī bn ‘Amūrī عموري بن العموري محمود ） 

40) マンハル・ハマド・ブン・ムハンマド（Manhal Ḥamad bn Muḥammad محمد بن حمد منهل ） 

41) ナースィル・ナースィル・ブン・ユースフ（Nāṣir al-Nāṣir bn Yūsuf يوسف بن الناصر ناصر ） 

42) ナースィル・ハムダーン・ブン・スライマーン（Nāṣir Ḥamdān bn Sulaymān سليمان بن حمدان ناصر ） 

43) ナーズィム・サージュ・ブン・イブラーヒーム（Nāẓim al-Ṣāj bn Ibrāhīm ابراهيم بن الصاج ناظم ） 

44) ヤースィル・ドゥルズィー・ブン・マフムード（Yāsir al-Durzī bn Maḥmūd محمود بن الدرزي ياسر ） 

45) ヤースィル・マフムード・ブン・フドル（Yāsir al-Maḥmūd bn Khuḍr خضر بن المحمود ياسر ） 

46) ヤフヤー・アクラ・ブン・アッズー（Yaḥyā al-‘Akla bn ‘Azzū عزو بن العكلة يحيى ） 

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 فائز بن االسعد اسعد ） 

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 عبدالكريم بن الباكير اشرف ） 

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

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

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

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 جاسم بن الصطوف ابراهيم ） 

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

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

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 عبدالستار بن عباس بسام ） 

10) バッシャール・ダーウード・ブン・ムハンマド（Bashshār Dā’ūd bn Muḥammad محمد بن داؤود بشار ） 

11) ターミル・アスアド・ブン・ラマダーン（Tāmir As‘ad bn Ramaḍān رمضان بن اسعد تامر ） 

12) トゥルキーヤ・ワフビー・ビント・ハーフィズ（Turkīya Wahbī Bint Ḥāfiẓ حافظ بنت وهبي تركية ） 

13) ジャービル・カースィム・ブン・カースィム（Jābir al-Qāsim bn Qāsim قاسم بن القاسم جابر ） 

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 غسان بنت حزوري جوزفين ） 

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 رياض محمد بن شاكر حاتم ） 

16) ハーズィム・ミッリー・ブン・ファーイズ（Ḥāzim Millī bn Fāyiz فايز بن مللي حازم ） 

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 دعاس بن السلوم رائد ） 

18) ラジャブ・ナウーフ・ブン・ターハー（Rajab Na‘ū bn Ṭāhā طه بن نعوف رجب ） 

19) ラフィーク・アーキル・ブン・マージド（Rafīq ‘Āqil bn Mājid ماجد بن عاقل رفيق ） 

20) リヤード・ズユード・ブン・ナーイフ（Riyāḍ Zuyūd bn Nāyif نايف بن زيود رياض ） 

21) サーリフ・イブラーヒーム・ブン・ムニール（Ṣāliḥ Ibrāhīm bn Munīr منير بن ابراهيم صالح ） 
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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 مسعود بن طوبز صديق ） 

23) サッターム・ハイル・ブン・アフマド（Ṣaṭṭām al-Khayl bn Aḥmad احمد بن الخيل صطام ） 

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 علي محمد بن القوجة طالل ） 

25) ターハー・ラッハール・ブン・ムハンマド（Ṭāhā al-Raḥḥāl bn Muḥammad محمد بن الرحال طه ） 

26) アースィム・ハマウィー・ブン・ハサン（‘Āṣim al-Ḥamawī bn Ḥasan حسن بن الحموي عاصم ） 

27) アーミル・スルターン・ブン・アシュラフ（‘Āmir Sulṭān bn Ashraf اشرف بن سلطان عامر ） 

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 احمد بن السبسبي عبدالعزيز ） 

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 

نزار محمد بن بيسكي ） 

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 عيسى بن االبراهيم عبدالناصر ） 

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 حسن بن العدي عبدالهادي ） 

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 ابراهيم بنت قعبور عبير ） 

33) アドナーン・フルワ・ブン・ファイサル（‘Adnān al-Ḥulwa bn Fayṣal فيصل بن الحلوة عدنان ） 

34) ウライニー・サーフィー・ブン・スライマーン（‘Ulaynī Ṣāfī bn Sulaymān سليمان بن نيصافي علي ） 

35) イマード・クーサー・ブン・イブラーヒーム（‘ Imād Kūsā bn Ibrāhīm ابراهيم بن كوسا عماد ） 

36) アンマール・ウワイル・ブン・ウスマーン（‘Ammār al-‘Uwayr bn ‘Uthmān عثمان بن العوير عمار ） 

37) ガイダー・ドゥハイミシュ・ビント・ムハンマド（Ghaydā’ Duhaymish Bint Muḥammad محمد بنت دهيمش غيداء ） 

38) ファーディー・ハーリド・ブン・アフマド（Fādī al-Khālid bn Aḥmad احمد بن الخالد فادي ） 

39) ファイサル・ワルダ・ブン・アミーン（Fayṣal Warda bn Amīn امين بن وردة فيصل ） 

40) ムアイイド・フドゥール・ブン・サーリフ（Mu’ayyid Khuḍūr bn Ṣāliḥ صالح بن خضور مؤيد ） 

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 عبدهللا بن الداغر محمد ） 

42) ムハンマド・アワド・ブン・フサイン（Muḥammad al-‘Awaḍ bn Ḥusayn حسين بن العوض محمد ） 

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 عبدهللا بن بدور محمد ） 

44) ムハンマド・ハンムー・ブン・ジャミール（Muḥammad Ḥammū bn Jamīl جميل بن حمو محمد ） 

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 سعيد محمد 

عبدالقادر بن االسود ） 

46) ムハンマド・イーサー・ブン・アリー（Muḥammad ‘Īsā bn ‘Alī علي بن عيسى محمد ） 

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 علي محمد بن الزينو مرهف ） 

48) マスアフ・アルワーニー・ブン・ムハンマド（Mas‘af al-‘Alwanī bn Muḥammad محمد بن العلواني مسعف ） 

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 نشمي بن المصطفى مصطفى ） 

50) ムスタファー・クライヒト・ブン・ムハンマド（Muṣṭafā Kurayḥit bn Muḥammad محمد بن كريحت مصطفى ） 

51) マターニユース・サアド・ブン・ムーサー（Maṭāniyūs al-Sa‘d bn Mūsā موسى بن السعد مطانيوس ） 

52) マクズーン・スライマーン・ブン・アリー（Makzūn Sulaymān bn ‘Alī علي بن سليمان مكزون ） 

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 عبدالكريم بن اسماعيل ممدوح ） 

54) マムドゥーフ・アフマド・ブン・ハーリド（Mamdūḥ al-Aḥmad bn Khālid خالد بن األحمد ممدوح ） 

55) ムンズィル・ビナー・ブン・アブドゥッラー（Mundhir Binā bn ‘Abd Allāh عبدهللا بن بنا منذر ） 

56) ムンズィル・ハサン・ブン・ディルガーム（Mundhir Ḥasan bn Dirghām درغام بن حسن منذر ） 

57) ムナー・サラーマ・ビント・ムハンマド（Munā Salāma Bint Muḥammad محمد بنت سالمة منى ） 

58) ムニール・アッバース・ブン・アッバース（Munīr‘Abbās bn ‘Abbās عباس بن عباس منير ） 

59) ムワッファク・ムニーフ・ブン・アスアド（Muwaffaq Munīf bn As‘ad أسعد بن منيف موفق ） 

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 سليمان بنت وسوف ناديا ） 

61) ニダール・イブラーヒーム・ブン・マフムード（Niḍāl al-Ibrāhīm bn Maḥmūd محمود بن االبراهيم نضال ） 
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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 بنت العلوش نوال 

نهاد محمد ） 

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 قاسم بن الفرداوي مزيد احمد ） 

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

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

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

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 عبدالغني بن جوالق انس ） 

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

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

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

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

10) ジュール・サンカリー・ブン・タウフィーク（Jūl Sankarī bn Tawfīq توفيق بن سنكري جول ） 

11) ハーミド・ムスタファー・ブン・ムハンマド（Ḥāmid Muṣṭafā bn Muḥammad محمد بن مصطفى حامد ） 

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 عبدالكريم بن القاسم حسن ） 

13) ハサン・サイード・ブン・ユースフ（Ḥasan Sa‘īd bn Yūsuf يوسف بن سعيد حسن ） 

14) ハーリド・ダーヒル・ブン・ムハンマド（Khālid al-Ḍāhir bn Muḥammad محمد بن الضاهر خالد ） 

15) ドゥマル・アフラス・ブン・ハサン（Dumar al-Akhras bn Ḥasan حسن بن االخرس دمر ） 

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 محمد بنت عاقولة رائدة 

 （ابراهيم

17) リヤード・ハムザ・ブン・ムスタファー（Riyāḍ Ḥamza bn Muṣṭafā مصطفى بن حمزة رياض ） 

18) スィーラ・アフィーファ・ビント・サーリフ（Sīra ‘Afīfa Bint Ṣāliḥ صالح بنت عفيفة سيرة ） 

19) ターヒル・イーサー・ブン・ムハンマド（Ṭāhir al-’Īsā bn Muḥammad محمد بن العيسى طاهر ） 

20) アースィム・シャッアール・ブン・ワリード（‘Āṣim Sha‘‘ār bn Walīd وليد بن شعار عاصم ） 

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 احمد بن العموري عبدالحميد ） 

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 دياب بن المحمود عبدهللا ） 

23) アドナーン・ラフムーン・ブン・サーリフ（‘Adnān al-Raḥmūn bn Ṣāliḥ صالح بن الرحمون عدنان ） 

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 الدين تاج بن االداري علي ） 

25) アリー・ラマダーン・ブン・シャフード（‘Alī al-Ramaḍān bn Shaḥūd شحود بن الرمضان علي ） 

26) イーサー・ダーヒル・ブン・ブトルス（‘Īsā al-Ḍāhir bn Buṭrus بطرس بن الضاهر عيسى ） 

27) ガーリブ・アッサーフ・ブン・リフアート（Ghālib ‘Assāf bn Rif‘āt رفعات بن عساف غالب ） 

28) ファーディー・タルカーウィー・ブン・バドル（Fādī Tarkāwī bn Badr بدر بن تركاوي فادي ） 

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 ابراهيم بن درويش فاضل ） 

30) ムハンマド・ハーッジ・ブン・ハサン（Muḥammad al-Ḥajj bn Ḥasan حسن بن الحاج محمد ） 

31) ムハンマド・アリー・ブン・カーミル（Muḥammad al-‘Alī bn Kāmil كامل بن العلي محمد ） 

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 بن العطار صفوان محمد 

 （عدنان

33) マアン・ウスマーン・ブン・ラシード（Ma‘n al-’Uthmān bn Rashīd رشيد بن العثمان معن ） 

34) ムンキズ・アッカード・ブン・ナーディル（Munqidh ‘Aqqād bn Nādir نادر بن عقاد منقذ ） 

35) ムハンナド・アリー・ブン・アフマド（Muhannad ‘Alī bn Aḥmad احمد بن علي مهند ） 

36) ナズィーフ・ダーヒル・ブン・マターニユース（Nazīh al-Ḍāhir bn Maṭāniyūs مطانيوس بن الضاهر نزيه ） 

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 اسماعيل بنت جمول هدى ） 



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. 44) 15 

38) ハマーム・イーサー・ブン・アミーン（Hamām ‘Īsā bn Amīn امين بن عيسى همام ） 

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 علي بن خدام احمد ） 

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

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

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

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

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

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

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

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 عبدالناصر جمال 

بهجت بن نصور ） 

10) ジハード・バドゥール・ブン・スライマーン（Jihād Badūr bn Sulaymān سليمان بن بدور جهاد ） 

11) フサーム・フーリー・ブン・ミーシール（Ḥusām Khūrī bn Mīshīl ميشيل بن خوري حسام ） 

12) ハーリド・ハドラ・ブン・ファイサル（Khālid Khaḍra bn Fayṣal فيصل بن خضره خالد ） 

13) フドル・ハッジ・ブン・ユースフ（Khuḍr al-Ḥajjbn Yūsuf يوسف بن الحج خضر ） 

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 علي محمد بن دياب خلدون ） 

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 عبدالمجيد بنت خليف رجاء ） 

16) サーイル・クドスィーヤ・ブン・ニウマト（Sā’ir Qudsīya bn Ni‘mat نعمت بن قدسية سائر ） 

17) サルマーン・ムッラー・ブン・ムハンマド（Salmān Mullā bn Muḥammad محمد بن مال سلمان ） 

18) ザーヒル・イスビル・ブン・アフマド（Ẓāhir Isbir bn Aḥmad احمد بن اسبر ظاهر ） 

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 علي بن شروف عبدالمحسن ） 

20) アブドゥッラー・ムルーワ・ブン・アリー（‘Abd Allāh Murūwa bn ‘Alī علي بن مروة عبدهللا ） 

21) イッザト・フドル・ブン・アリー（‘ Izzat Khuḍr bn ‘Alī علي بن خضر عزت ） 

22) アラー・サルハブ・ブン・ジャミール（‘Alā’ Salhab bn Jamīl جميل بن سلهب عالء ） 

23) アリー・アッバース・ブン・ムハンマド（‘Alī ‘Abbās bn Muḥammad محمد بن عباس علي ） 

24) アリー・カースィム・ブン・アズィーズ（‘Alī Qāsim bn ‘Azīz عزيز بن قاسم علي ） 

25) アリー・マフムード・ブン・ムハンマド（‘Alī Maḥmūd bn Muḥammad محمد بن محمود علي ） 

26) アンマール・ガーニム・ブン・ニザール（‘Ammār Ghānim bn Nizār نزار بن غانم عمار ） 

27) ガイス・アリー・ブン・ハビーブ（Ghayth‘Alī bn Ḥabīb حبيب بن علي غيث ） 

28) ファーイカ・サルマーン・ビント・アミーン（Fā’iqa Salmān Bint Amīn امين بنت سلمان فائقه ） 

29) ファーディー・カンジュー・ブン・ナーズィム（Fādī Kanjū bn Nāẓim ناظم بن كنجو فادي ） 

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 نصر بن معروف الدين فخر ） 

31) フィラース・スースィー・ブン・サリーム（Firās Sūsī bn Salīm سليم بن سوسي فراس ） 

32) カファー・カナアーン・ビント・サービト（Kafā Kana‘ān Bint Thābit ثابت بنت كنعان كفى ） 

33) カナーズ・サクル・ブン・アーディル（Kanāẓ Ṣaqr bn ‘Ādil عادل بن صقر كناز ） 

34) ルアイユ・ハッジ・ブン・ラーシド（Lu’ayy al-Ḥajjbn Rāshid راشد بن الحج لؤي ） 

35) マーヒル・カンジュ・ブン・サーリフ（Māhir al-Kanj bn Ṣāliḥ صالح بن الكنج ماهر ） 

36) マジュド・フドゥール・ブン・ラーギブ（Majd Khuḍūr bn Rāghib راغب بن خضور مجد ） 
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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 احمد بن تويتي محسن ） 

38) ムハンマド・ハリーファ・ブン・マフムード（Muḥammad Khalīfa bn Maḥmūd محمود بن خليفة محمد ） 

39) マフムード・アイユーブ・ブン・カーミル（Maḥmūd Ayyūb bn Kāmil كامل بن ايوب محمود ） 

40) マアン・ムルヒジュ・ブン・ムルヒジュ（Ma‘n Murhij bn Murhij مرهج بن مرهج معن ） 

41) マンハル・スクール・ブン・ハーミド（Manhal Ṣuqūr bn Ḥāmid حامد بن صقور منهل ） 

42) ムニール・ハドゥージュ・ブン・ムニーフ（Munīr Khadūj bn Munīf منيف بن خدوج منير ） 

43) ナビール・アブドゥフ・ブン・マスウード（Nabīl ‘Abduh bn Mas‘ūd مسعود بن عبده نبيل ） 

44) ナシュワーン・マズィーク・ブン・スライマーン（Nashwān Mazīq bn Sulaymān سليمان بن مزيق نشوان ） 

45) ニダール・ムタウウィジュ・ブン・ジャミール（Niḍāl Mutawwij bn Jamīl جميل بن متوج نضال ） 

46) ナイーム・アルワーニー・ブン・アリー（Na‘īm al-‘Alwānī bn ‘Alī علي بن العلوني نعيم ） 

47) ハーニー・ハッバーバ・ブン・ハサン（Hānī Ḥabbāba bn Ḥasan حسن بن حبابه هاني ） 

48) フダー・イタール・ビント・ムハンマド（Hudā ‘ Itāl Bint Muḥammad محمد بنت عتال هدى ） 

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 سليمان بن اسماعيل هيثم ） 

50) ヤフヤー・ラヒーヤ・ブン・アリー（Yaḥyā al-Raḥīya bn ‘Alī علي بن الرحية يحيى ） 

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 احسان بن دوبا آصف ） 

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

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

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

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

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

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

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

9) ジャミール・シャーヒーン・ブン・ユースフ（Jamīl Shāhīn bn Yūsuf يوسف بن شاهين جميل ） 

10) ジハード・アリー・ブン・ハビーブ（Jihād ‘Alī bn Ḥabīb حبيب بن علي جهاد ） 

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 الدين سيف بن شحادة حسام ） 

12) ハサン・ジャリーア・ブン・アリー（Ḥasan Jarī‘a bn ‘Alī علي بن جريعة حسن ） 

13) ドゥライド・マルタクーシュ・ブン・アリー（Durayd Kartakūsh bn ‘Alī علي بن مرتكوش دريد ） 

14) ラドワーン・サクル・ブン・シャヒーダ（Raḍwān Ṣaqr bn Shaḥida شحيدة بن صقر رضوان ） 

15) ルーズ・サイード・ビント・スライマーン（Rūz Sa‘īd Bint Sulaymān سليمان بنت سعيد روز ） 

16) ズィヤード・ハサン・ブン・イブラーヒーム（Ziyād Ḥasan bn Ibrāhīm ابراهيم بن حسن زياد ） 

17) サーミル・マフムード・ブン・タウフィーク（Sāmir Maḥmūd bn Tawfīq توفيق بن محمود سامر ） 

18) サリーム・ダーヒル・ブン・イッザト（Salīm Ḍāhir bn ‘ Izzat عزت بن ضاهر سليم ） 

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 اديب محمد بن ابراهيم طارق ） 

20) アーディル・サクル・ブン・アズィーズ（‘Ādil Ṣaqr bn ‘Azīz عزيز بن صقر عادل ） 

21) アーディル・ウスマーン・ブン・アフマド（‘Ādil ‘Uthmān bn Aḥmad احمد بن عثمان عادل ） 

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 حسن بن مهنا عبدالحميد ） 

23) アブドゥルムトリブ・ハサン・ブン・ハサン（‘Abd al-Muṭlib Ḥasan bn Ḥasan حسن بن حسن عبدالمطلب ） 

24) アブドゥッラー・シュブール・ブン・ユースフ（‘Abd Allāh Shubūl bn Yūsuf يوسف بن شبول عبدهللا ） 

25) イサーム・ハリール・ブン・サイード（‘ Iṣām Khalīl bn Sa‘īd سعيد بن خليل عصام ） 

26) アリー・ジャナーウルー・ブン・ムハンマド（‘Alī Janāwrū bn Muḥammad محمد بن جناورو علي ） 

27) アリー・ハサン・ブン・イブラーヒーム（‘Alī Ḥasan bn Ibrāhīm ابراهيم بن حسن علي ） 
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28) アリー・ユースフ・ブン・ハビーブ（‘Alī Yūsuf bn Ḥabīb حبيب بن يوسف علي ） 

29) イーサー・イブラーヒーム・ブン・ムハンマド（‘Īsā Ibrāhīm bn Muḥammad محمد بن ابراهيم عيسى ） 

30) ガッサーン・フドル・ブン・アーリフ（Ghassān Khuḍr bn ‘Ārif عارف بن خضر غسان ） 

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 جميل بن سعيد محمد غسان ） 

32) ファーイズ・シャーヒーン・ブン・ハビーブ（Fā’iz Shāhīn bn Ḥabīb حبيب بن شاهين فائز ） 

33) ファーディー・ニザームリー・ブン・マーリク（Fādī Niẓāmlī bn Mālik مالك بن نظاملي فادي ） 

34) ルアイユ・アフマド・ブン・アッブード（Lu’ayy Aḥmad bn ‘Abbūd عبود بن احمد لؤي ） 

35) マーリク・ハイル・ブン・サルマーン（Mālik al-Khayr bn Salmān سلمان بن الخير مالك ） 

36) マーリク・ハッダーム・ブン・バドル（Mālik Khaddām bn Badr بدر بن خدام مالك ） 

37) マーリク・シュブール・ブン・アフマド（Mālik Shubūl bn Aḥmad احمد بن شبول مالك ） 

38) マーヒル・ハラフ・ブン・イブラーヒーム（Māhir al-Khalaf bn Ibrāhīm ابراهيم بن الخلف ماهر ） 

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 

عدنان محمد بن أوسطة ايمن محمد ） 

40) ムハンマド・ダーヒル・ブン・サリーム（Muḥammad Ḍāhir bn Salīm سليم بن ضاهر محمد ） 

41) ムハンマド・ガザール・ブン・マフムード（Muḥammad Ghazāl bn Maḥmūd محمود بن غزال محمد ） 

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 اسماعيل بن راهب الدين محي ） 

43) ナージー・ハムドゥーシュ・ブン・ユースフ（Nājī Ḥamdūsh bn Yūsuf يوسف بن حميدوش ناجي ） 

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 الدين نور بن يوسف نبيل ） 

45) ニダール・ミカーイール・ブン・サーフィー（Niḍāl Mikā‘īl bn Ṣāfī صافي بن مكائيل نضال ） 

46) ナフラ・アッバード・ビント・アフマド（Nahla ‘Abbād Bint Aḥmad احمد بنت عباد نهلة ） 

47) ハーニー・ラマダーン・ブン・ファイサル（Hānī Ramaḍān bn Fayṣal فيصل بن رمضان هاني ） 

48) ハウザーン・マフルーフ・ビント・アリー（Hawzān Makhlūf Bint ‘Alī علي بنت مخلوف هوازن ） 

49) ワジーフ・アスラーン・ブン・ムハンマド（Wajīh Aṣlān bn Muḥammad محمد بن اصالن وجيه ） 

50) ヤースィル・バドゥール・ブン・ムハンマド（Yāsir Badūr bn Muḥammad محمد بن بدور ياسر ） 

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 عمر محمد بن كابي أكرم ） 

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

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 سليم بن صطوف الحاج أحمد ） 

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 أديب محمد بن باطوس أحمد ） 

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 عبدالرحمن بن دويك احمد ） 

6・) アディーブ・バリームー・ブン・イブラーヒーム（Adīb Barīmū bn Ibrāhīm إبراهيم بن بريمو أديب ） 

7・) バッシャール・バシール・ブン・ムハンマド（Bashshār Bashīr bn Muḥammad محمد بن بشير بشار ） 

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 عبدالقادر بن حسوني جمال ） 

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 إبراهيم بن عوض سليمان جمال ） 

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 قادرعبدال بن غندورة جمعة ） 

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 عبدالمجيد بن الفرحات جهاد ） 

12・) フサーム・トゥーム・ブン・ハーリド（Ḥusām al-Ṭūm bn Khālid خالد بن الطوم حسام ） 

13) フサイン・マルイー・ブン・ムハンナド（Ḥusayn al-Mar‘ī bn Muhannad مهند بن المرعي حسين ） 

14) ハルドゥーン・ガリーブ・ブン・ムハンマド（Khaldūn Gharīb bn Muḥammad محمد بن غريب خلدون ） 
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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 صالح بن دوبا دياب ） 

16) ラドワーン・スースィー・ブン・アフマド（Raḍwān al-Sūsī bn Aḥmad أحمد بن السوسي رضوان ） 

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 عمر محمد بنت خطاب ريم ） 

18) ザイナ・バラーム・ビント・ムハンマド（Zayna al-Baram Bint Muḥammad محمد بنت البرام زينة ） 

19) サイード・ハッバーブ・ブン・アフマド（Sa‘īd Ḥabbāb bn Aḥmad أحمد بن حباب سعيد ） 

20) サイード・カーディー・ブン・マフムード（Sa‘īd Qāḍī bn Maḥmūd محمود بن قاضي سعيد ） 

21) ターリク・イドリース・ブン・イスマーイール（Ṭāriq Idrīs bn Ismā‘īl اسماعيل بن ادريس طارق ） 

22) アーミル・ハイダル・ブン・ムハンマド（‘Āmir al-Ḥaydar bn Muḥammad محمد بن الحيدر عامر ） 

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 

عبدالرحمن بن الحسين ） 

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 

سعيد محمد بن بياطسي عبدالقادر ） 

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 

عبدالكريم بن خميس حاج عبدالقادر ） 

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 عبدالمجيد 

عبدالباقي بن رشواني ） 

27) アビール・ワルド・ビント・ガザール（‘Abīr al-Ward Bint Ghazāl غزال بنت الورد عبير ） 

28) アドナーン・ムハンマド・ブン・シハーダ（‘Adnān al-Muḥammad bn Shiḥāda شحادة بن المحمد عدنان ） 

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 قاسم بن المعراوي علي ） 

30) アンマール・ワディール・ブン・アフマド（‘Ammār Faḍīl bn Aḥmad أحمد بن فضيل عمار ） 

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 عبدالقادر بنت سراقبي فاديا ） 

32・) ファーリス・アリー・ブン・ムフリス（Fāris al-‘Alī bn Mukhliṣ مخلص بن العلي فارس ） 

33) ファーディル・ザンカルー・ブン・アミーン（Fāḍil Zankalū bn Amīn أمين بن زنكلو فاضل ） 

34) ファイサル・ハリール・ブン・ムハンマド（Fayṣal Khalīl bn Muḥammad محمد بن خليل فيصل ） 

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 سعيد محمد لينا 

عبداللطيف بنت ） 

36) マージド・タートゥー・ブン・ムハンマド（Mājid Ṭāṭūbn Muḥammad محمد بن طاطو ماجد ） 

37) マハースィン・ハンムード・ビント・ラーシド（Maḥāsin al-Ḥammūd Bint Rāshid راشد بنت الحمود محاسن ） 

38) ムハンマド・フサイン・ブン・シハーダ（Muḥammad al-Ḥusayn bn Shiḥāda شحادة بن الحسين محمد ） 

39) ムハンマド・ユースフ・ブン・ジャースィム（Muḥammad al-Yūsuf bn Jāsim جاسم بن اليوسف محمد ） 

40) ムハンマド・ハムシャドゥー・ブン・カマール（Muḥammad Ḥamshadū bn Kamāl كمال بن حمشدو محمد ） 

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 أحمد بن جسري سمير محمد ） 

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 عبدالسالم بن شاهين محمد ） 

43) ムハンマド・サトゥーフ・ブン・アフマド（Muḥammad Ṣaṭūf bn Aḥmad أحمد بن صطوف محمد ） 

44) ムハンマド・アリー・バカーヤ・ブン・アフマド（Muḥammad ‘Alī Bakāya bn Aḥmad أحمد بن بكاية علي محمد ） 

45) ムハンマド・アルヤーン・ブン・イドリース（Muḥammad ‘Alyān bn Idrīs إدريس بن عليان محمد ） 

46) ムハンマド・マルーヒー・ブン・アドナーン（Muḥammad Malūḥī bn ‘Adnān عدنان بن ملوحي محمد ） 

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 محمد بن داده الدين محي ） 

48) ムディーン・フサイン・ブン・アクル（Mudīn al-Ḥusayn bn ‘Akl عكل بن الحسين مدين ） 

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 وليد محمد بن بالني معد ） 

50) マナール・シャーウィー・ビント・ムスタファー（Manāl Shāwī Bint Muṣṭafā مصطفى بنت شاوي منال ） 

51) ナーディル・アブー・アフマド・ブン・サリーム（Nādir Abū Aḥmad bn Salīm سليم بن أحمد أبو نادر ） 

52) ニダール・サルーフ・ブン・アリー（Niḍāl Ṣalūḥ bn ‘Alī علي بن صلوح نضال ） 
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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 أحمد بنت عميري نوران ） 

54) ハイサム・マルティーニー・ブン・フサイン（Haytham Martīnī bn Ḥusayn حسين بن مرتيني هيثم ） 

55) ワリード・ガヌーム・ブン・アーリフ（Walīd Ghanūm bn ‘Ārif عارف بن غنوم وليد ） 

56) ユースフ・ハラフ・ブン・マフムード（Yūsuf al-Khalaf bn Maḥmūd محمود بن الخلف يوسف ） 

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 عبدالقادر بن بيطار إبراهيم ） 

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 مصطفى بن شاهين ابراهيم ） 

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

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

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

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 منير أحمد 

طاهر محمد بن حلبية ） 

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

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

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

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 الحسن أحمد بن الهالل حسان ） 

11) ハサン・ハッサーニー・ブン・ムルヒジュ（Ḥasan al-Ḥassānī bn Murhij مرهج بن الحساني حسن ） 

12) ハーリド・シハーダ・ブン・アブドゥッラー（Khālid al-Shiḥāda bn ‘Abd Allāh عبدهللا بن الشحادة خالد ） 

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 خليل بنت ناستيفيا رشا ） 

14) シャウカ・ハヌース・ビント・ハンムード（Shawka al-Khanūs Bint Ḥammūd حمود بنت الخنوس شوكة ） 

15) サーミド・サラーマ・ブン・ムスタファー（Ṣāmid Salāma bn Muṣṭafā مصطفى بن سالمة صامد ） 

16) ターリブ・ターリブ・ブン・ムスタファー（Ṭālib Ṭālib bn Muṣṭafā مصطفى بن طالب طالب ） 

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 قدور بن اليوسف عبدالحميد ） 

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 حاج عبدالحميد 

ياسين بن ياسين ） 

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 بن دغينو عبدالحميد 

 （عبدالسالم

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 حسين بن بركات عبدالخالق ） 

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 علي بن عرنوس عبدالكريم ） 

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 بن رزوق عبداللطيف 

 （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 عمر بن كشتو عبدالمنعم ） 

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 مصطفى بن مبارك عبدالناصر ） 

25) アビール・ウマル・ビント・アリー（‘Abīr al-‘Umar Bint ‘Alī علي بنت العمر عبير ） 

26) アッザーム・ユースフ・ブン・シャリーフ（‘Azzām al-Yūsuf bn Sharīf شريف بن اليوسف عزام ） 

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 ديب محمد بن قربي فاخر ） 

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 رشاد بنت النص ريم فاطمة ） 

29) ファウワーズ・フサイン・ブン・ハサン（Fawwāz al-Ḥusayn bn Ḥasan حسن بن الحسين فواز ） 

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 شالش بن الفارس فواز ） 

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 الدين نور بن نجم كسار ） 

32) ムハンマド・ジャースィム・ブン・ジュムア（Muḥammad al-Jāsim bn Jum‘a جمعة بن الجاسم محمد ） 

33) ムハンマド・ハッジー・ブン・ウマル（Muḥammad al-Ḥajjī bn ‘Umar عمر بن الحجي محمد ） 
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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 صبحي بن هللا العبد محمد ） 

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 

عبدالرحمن بن سعدون فادي محمد ） 

36) ムハンマド・クーズ・ブン・アフマド（Muḥammad Kūz bn Aḥmad أحمد بن كوز محمد ） 

37) ムハンマド・ラービド・ブン・アリー（Muḥammad Lābid bn ‘Alī علي بن البد محمد ） 

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 صادق بن عيد ناجي محمد ） 

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 لطفي أحمد بن نصرة مهند ） 

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 أمين محمد بن غنام نجدات ） 

41) ナウワーフ・ハムダーン・ブン・フサイン（Nawwāf al-Ḥamdān bn Ḥusayn حسين بن الحمدان نواف ） 

42) ナウワーフ・アッブード・ブン・カッドゥール（Nawwāf al-‘Abbūd bn Qaddūr قدور بن العبود نواف ） 

43) ハイサム・アッバース・ブン・アスアド（Haytham ‘Abbās bn As‘ad أسعد بن عباس هيثم ） 

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 تركي محمد بن خطاب وائل ） 

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 خليل بن الحسون ابراهيم ） 

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

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

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

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

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 ابراهيم بن المجدل اسماعيل ） 

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

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

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

10) アイマン・ジャルズィー・ブン・ムハンマド（Ayman al-Jardhī bn Muḥammad محمد بن الجرذي ايمن ） 

11) タウフィーク・アリー・ブン・ムハンマド（Tawfīq al-‘Alī bn Muḥammad تحمد بن العلي تافيق ） 

12) トゥルキー・ハイルー・ブン・ムハンマド（Turkī al-Khayrū bn Muḥammad محمد بن الخيرو تركي ） 

13) ジャラー・ファルハーン・ブン・アフマド（Jalā’ al-Farḥān bn Aḥmad احمد بن الفرحان جالء ） 

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 ابراهيم بن الخاروف جمال ） 

15) ジハーン・ダーウード・ビント・ファルハーン（Jihān Dāwūd Bint Farḥān فرحان بنت داوود جهان ） 

16) ハサン・シャムフード・ブン・ザイン（Ḥasan al-Shahmūd bn Zayn زين بن الشمهود حسن ） 

17) ハサン・フサイン・ブン・ハリーファ（Ḥasan Ḥusayn bn Khalīfa خليفه بن حسين حسن ） 

18) フサイン・サッターム・ブン・アリー（Ḥusayn al-Saṭṭām bn ‘Alī علي بن السطام حسين ） 

19) フサイン・ハリール・ブン・フムスィン（Ḥusayn al-Halīl bn Muḥsin محسن بن الهليل حسين ） 

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 حمود بن الحمادة الحسين خالد ） 

21) ハーリド・ハリーフ・ブン・フサイン（Khālid al-Khalīf bn Ḥusayn حسين بن الخليف خالد ） 

22) ハーリド・マルイー・ブン・ムハンマド（Khālid Mar‘ī bn Muḥammad محمد بن مرعي خالد ） 

23) ハスルー・ハーッジー・ブン・ヤフヤー（Khaṣrū Ḥājjī bn Yaḥyā يحيى بن حاجي خصرو ） 

24) フドル・アスユード・ブン・ハムドゥーシュ（Khuḍr al-Asyūd bn Ḥamdūsh حمدوش بن االسيود خضر ） 

25) フドル・サッルーム・ブン・ハミーディー（Khuḍr Sallūm bn Ḥamīdī حميدي بن سلوم خضر ） 

26) サッターム・マフムード・ブン・ハリール（Saṭṭām Maḥmūd bn Khalīl خليل بن محمود سطام ） 
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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 عبدهللا بن الهويدي سطم ） 

28) スウード・アトウ・ブン・ハムザ（Su‘ūd al-‘Aṭwbn Ḥamza حمزه بن العطو سعود ） 

29) スィワール・ガーニム・ブン・ムハンマド（Siwār Ghānim bn Muḥammad محمد بن غانم سوار ） 

30) サーリフ・スライマーン・ブン・ムスタファー（Ṣāliḥ al-Sulaymān bn Muṣṭafā مصطفى بن السليمان صالح ） 

31) サーリフ・ハミードゥー・ブン・フサイン（Ṣāliḥ Ḥamīdū bn Ḥusayn حسين بن حميدو صالح ） 

32) ターハー・イーダーン・ブン・ムハンマド（Ṭāhā al-’Īdān bn Muḥammad محمد بن العيدان طه ） 

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 الدين عز بن هللا العبد عاصم ） 

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 صالح بن الحسن عبدالحميد ） 

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 عبيد بن العفاري عبدهللا ） 

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 ارسالن بن مسلط عبدهللا ） 

37) アドナーン・ハッラージュ・ブン・アブド（‘Adnān al-Ḥallāj bn ‘Abd عبد بن الحالج عدنان ） 

38) アッズー・アリー・ブン・ハーミド（‘Azzū al-‘Alī bn Ḥāmid حامد بن العلي عزو ） 

39) アズィーズ・ムハイミド・ブン・ハディール（‘Azīz al-Muḥaymid bn Khaḍīr خضير بن المحيمد عزيز ） 

40) アリー・ハーリド・ブン・アフマド（‘Alī al-Khālid bn Aḥmad احمد بن الخالد علي ） 

41) アリー・アリー・ブン・ムハンマド（‘Alī al-‘Alī bn Muḥammad محمد بن العلي علي ） 

42) アンマール・アフマド・ブン・アブド（‘Ammār al-Aḥmad bn ‘Abd عبد بن االحمد عمار ） 

43) ガーダ・ムーサー・ビント・フサイン（Ghāda Mūsā Bint Ḥusayn حسين بنت موسى غادة ） 

44) ファイヤード・ワッズー・ブン・ムハンマド（Fayyāḍ Wazzū bn Muḥammad محمد بن وزو فياض ） 

45) カブラーイル・クーリヤ・ブン・ムーサー（Kabrā‘il Kūrīya bn Mūsā موسى بن كورية كبرئيل ） 

46) マアムーン・イリヤース・ブン・アリー（Ma’mūn Iliyās bn ‘Alī علي بن الياس مأمون ） 

47) ムハンマド・バッティー・ブン・ワーディー（Muḥammad al-Baṭṭī bn Wādī وادي بن البطي محمد ） 

48) ムハンマド・アリー・ブン・カーイン（Muḥammad al-‘Alī bn Kāyin كاين بن العلي محمد ） 

49) ムハンマド・フムスィン・ブン・マウリド（Muḥammad al-Muḥsin bn Mawlid مولد بن المحسن محمد ） 

50) ムハンマド・バットゥー・ブン・サーリフ（Muḥammad Baṭṭū bn Ṣāliḥ صالح بن بطو محمد ） 

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 بن الجدوع 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 خليل بن رفدان حسين محمد ） 

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 

صالح بن ابراهيم الشيخ سعيد ） 

54) ムハンマド・アリー・ブン・スライマーン（Muḥammad ‘Alī bn Sulaymān سليمان بن علي محمد ） 

55) ムハンマド・ウワイド・ブン・ジュムア（Muḥammad ‘Uwaid bn Jum‘a جمعه بن عويد محمد ） 

56) マフムード・ウバイド・ブン・イブラーヒーム（Maḥmūd al-‘Ubayd bn Ibrāhīm ابراهيم بن العبيد محمود ） 

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 محمد بن عبدهللا محمود 

 （امين

58) ナッバハーン・サフーク・ブン・アフマド（Nabbahān Ṣafūk bn Aḥmad احمد بن صفوك نبهان ） 

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 عباس بن الحسناوي نواف ） 

60) ワタニーヤ・クライシュ・ビント・ユースフ（Waṭanīya al-Kuraysh Bint Yūsuf يوسف بنت الكريش وطنية ） 

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 حمود بن ابراهيم ابراهيم ） 

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 عبدالعزيز بن الظاهر ابراهيم ） 

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

4) アフマド・イーサー・ブン・フサイン（Aḥmad al-’Īsā bn Ḥusayn حسين بن العيسى أحمد ） 
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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 ابراهيم بن بحري أحمد ） 

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

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 محمد بن حمود اسماعيل ） 

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 عبدالرزاق بن الطائي ثامر ） 

9) ジュムア・ハルダーン・ブン・アッバース（Jum‘a al-Ḥardān bn ‘Abbās عباس بن الحردان جمعه ） 

10) ハッスーン・ウライウィー・ブン・シャーミフ（Ḥassūn al-‘Alaywī bn Shāmikh شامخ بن العليوي حسون ） 

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 بن المحمد حسيب 

ذياب محمد ） 

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 جواد بن الملحم الظاهر حسين ） 

13) フサイン・アフィーン・ブン・アッラーウィー（Ḥusayn al-‘Afīn bn ‘Allāwī عالوي بن العفين حسين ） 

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 المسيح عبد بنت يوسف ديما ） 

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 فرحان بن عبدالرحمن زياد ） 

16) サーミヤ・アリー・ビント・イブラーヒーム（Sāmiya al-‘Alī Bint Ibrāhīm ابراهيم بنت العلي سامية ） 

17) サイード・バッルー・ブン・ジルジス（Sa‘īd Barrū bn Jirjis جرجس بن برو سعيد ） 

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 

محمد بن عبدالرحمن ） 

19) アブドゥッサーリフ・ブン・サーリム（‘Abd al-Ṣāliḥ bn Sālim سالم بن الصالح عبد ） 

20) アブドゥッスワイリフ・ブン・サラーイ（‘Abd al-Ṣuwayliḥ bn Sarāy سراي بن الصويلح عبد ） 

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 حسين بن الحسن عبدالعزيز ） 

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 حسن بن االوسكان عبدالقادر ） 

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 هليل بن الحميد عبدالمنعم ） 

24) アドナーン・ザーヒル・ブン・アフマド（‘Adnān al-Ẓāhir bn Aḥmad احمد بن الظاهر عدنان ） 

25) アドナーン・ウバイド・ブン・フサイン（‘Adnān al-‘Ubayd bn Ḥusayn حسين بن العبيد عدنان ） 

26) イード・フサイン・ブン・イブラーヒーム（‘Īd al-Ḥusayn bn Ibrāhīm ابراهيم بن الحسين عيد ） 

27) イード・タッラーフ・ブン・ハンムード（‘Īd al-Ṭarrāf bn Ḥammūd حمود بن الطراف عيد ） 

28) イーサー・アリー・ブン・ムーサー（‘Īsā al-‘Alī bn Mūsā موسى بن العلي عيسى ） 

29) ファウワーズ・ディブス・ブン・アフマド（Fawwāz Dibs bn Aḥmad احمد بن دبس فواز ） 

30) ファイサル・イーサー・ブン・ハフル（Fayṣal al-’Īsā bn Hafl هفل بن العيسى فيصل ） 

31) カルマー・ヒワール・ブン・アーイド（Kalmā al-Ḥiwār bn ‘Āyid عايد بن الحوار كلما ） 

32) ムハンマド・サラーマ・ブン・ハミード（Muḥammad al-Salāma bn Ḥamīd حميد بن السالمه محمد ） 

33) ムハンマド・カリース・ブン・ムスリフ（Muḥammad al-Karīṣ bn Muṣliḥ مصلح بن الكريص محمد ） 

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 عدنان نافع محمد 

طاهر بن صبري ） 

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 عبدو بن النجاري محمود ） 

36) マルワーン・ハリール・ブン・ハッブー（Marwān Khalīl bn Ḥabbū حبو بن خليل مروان ） 

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 بن الفشاك المحمود موسى 

 （احمد

38) ニブラース・ラフドゥー・ブン・ヤアクーブ（Nibrās Laḥdū bn Ya‘qūb يعقوب بن لحدو نبراس ） 

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 شمعون بن طوشان نبيه ） 

40) ユースフ・サッラージュ・ブン・イブラーヒーム（Yūsuf Thallāj bn Ibrāhīm ابراهيم بن ثالج يوسف ） 

9) ダイル・ザウル県 
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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 محمد بن النقشبندي ابراهيم ） 

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

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

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 عواد بن األحمد اسماعيل ） 

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 رشيد محمد بن الجوري أكرم ） 

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

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

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

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

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 عماش بن السليمان حاتم ） 

11) ハムダーン・ファッラーフ・ブン・アフマド（Ḥamdān al-Fallāḥ bn Aḥmad أحمد بن الفالح حمدان ） 

12) ハラフ・アリー・ブン・ラマダーン（Khalaf al-‘Alī bn Ramaḍān رمضان بن العلي خلف ） 

13) ダッハーム・スウード・ブン・アブド（Daḥḥām al-Su‘ūd bn ‘Abd عبد بن السعود دحام ） 

14) ドゥルズィー・アティーヤ・ブン・ハサン（Durzī ‘Aṭīya bn Ḥasan حسن بن عطيه درزي ） 

15) ズィーブ・イブラーヒーム・ブン・ダッリー（Dhīb al-Ibrāhīm bn Dallī دلي بن اإلبراهيم ذيب ） 

16) ラビーウ・ウルフィー・ブン・ハーリド（Rabī‘ al-‘Urfī bn Khālid خالد بن العرفي ربيع ） 

17) ラグダー・ハッラーバ・ビント・ハラフ（Raghdā’ al-Kharrāba Bint Khalaf خلف بنت الخرابه رغداء ） 

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 الحسن طه بن العليوي سمير ） 

19) スィハーム・ハーティル・ビント・マルワーン（Sihām al-Khāṭir Bint Marwān مروان بنت الخاطر سهام ） 

20) スーマル・ザーヒル・ブン・ファイサル（Sūmar al-Ẓāhir bn Fayṣal فيصل بن الظاهر سومر ） 

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 فواز بن العيفان شالش ） 

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 زياد بنت فتيح شهرزاد ） 

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 المحمد طه بن الغازي شوقي ） 

24) サーリフ・タラーウ・ブン・アーディル（Ṣāliḥ al-Ṭalā‘ bn ‘Ādil عادل بن الطالع صالح ） 

25) スブヒー・ハナーン・ブン・ムハンマド（Ṣubḥī al-Ḥanān bn Muḥammad محمد بن الحنان صبحي ） 

26) サクル・サクル・ブン・アドナーン（Ṣaqr al-Ṣakr bn ‘Adnān عدنان بن الصكر صقر ） 

27) アーディル・ガイズ・ブン・アスワド（‘Ādil al-Ghayz bn Aswad أسود بن الغيز عادل ） 

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 محمد بن الحسين عبدالعزيز ） 

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 دحام بن الناصر عبدالكريم ） 

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 أحمد بن المحمد عبدالعزيز ） 

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 العبد محمد بن الكحيالت عبود ） 

32) アズィーズ・ファラジュ・ブン・ファラジュ（‘Azīz Faraj bn Faraj فرج بن فرج عزيز ） 

33) アッカーブ・アスワド・ブン・アッザーブ（‘Akkāb al-Aswad bn ‘Adhdhāb عذاب بن األسود عكاب ） 

34) アリー・ラスール・ブン・アフマド（‘Alī al-Rasūl bn Aḥmad أحمد بن الرسول علي ） 

35) アリー・ファーリス・ブン・アフマド（‘Alī al-Fāris bn Aḥmad أحمد بن الفارس علي ） 

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 محمد بنت الجازي غفران 

 （امين

37) フアード・ハッラーバ・ブン・ハラフ（Fu’ād al-Kharrāba bn Khalaf خلف بن الخرابة فؤاد ） 

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 

عبدالجبار بن الوهاب العبد كنعان ） 

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 عبدالغفور بنت العثمان كوثر ） 
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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 عبدالرزاق بن العمر مالك ） 

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 حسن بن طحطوح الحاج محمد ） 

42) ムハンマド・ハサン・ブン・ハミード（Muḥammad al-Ḥasan bn Ḥamīd حميد بن الحسن محمد ） 

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 عبدهللا بن الحميد محمد ） 

44) ムハンマド・ナジュラス・ブン・フサイン（Muḥammad al-Najras bn Ḥusayn حسين بن النجرس محمد ） 

45) ムハンマド・ワカーウ・ブン・バラート（Muḥammad al-Wakā‘ bn Balāṭ بالط بن لوكاعا محمد ） 

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 خضر بن الجدعان الياس محمد ） 

47) ムハンマド・ハッスーニー・ブン・ハリーフ（Muḥammad Ḥassūnī bn Khalīf خليف بن حسوني محمد ） 

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 بن محمد الدين محي 

 （عبدالمجيد

49) ムドヒー・ムハンマド・ブン・ハリーフ（Muḍḥīal-Muḥammad bn Khalīf خلبف بن المحمد مضحي ） 

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 عبدهللا بن علي الشيخ نجم ） 

第 2 部門 

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

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

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

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

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

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 حويجة بن العمر العبد بديع ） 

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 الدين سيف بن علي الحاج تحسين ） 

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 ابراهيم بن بطاح تيسير ） 

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

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 علي بن المغير الحمدو حسان ） 

11) ヒクマト・ムスタファー・ブン・ムスタファー（Ḥikmat al-Muṣṭafā bn Muṣṭafā مصطفى بن المصطفى حكمت ） 

12) ハマド・サアドゥーン・ブン・ハッルーシュ（Ḥamad al-Sa‘dūn bn Hallūsh هلوش بن السعدون حمد ） 

13) ハマド・ハラフ・ブン・ラマダーン（Ḥamad Khalaf bn Ramaḍān رمضان بن خلف حمد ） 

14) ハムダーン・アフマド・ブン・イード（Ḥamdān al-Aḥmad bn ‘Īd عيد بن األحمد حمدان ） 

15) ハーリド・アリー・ブン・ハジージュ（Khālid al-‘Alī bn Hajīj هجيج بن العلي خالد ） 

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 بن العجاج الحميد خشف 

 （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 عبدهللا بن العجيل خلف ） 

18) ラシャード・サッラ・ブン・アフマド（Rashād al-Sarra bn Aḥmad أحمد بن السره رشاد ） 

19) ラマダーン・ジャリーブ・ブン・ムハンマド（Ramaḍān al-Jalīb bn Muḥammad محمد بن الجليب رمضان ） 

20) ズィヤード・カーズィム・ブン・ムハンマド（Ziyād al-Kāẓim bn Muḥammad محمد بن الكاظم زياد ） 

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 ثابت بن عثمان الحاج زيد ） 

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 امين محمد بن الصالح صالح ） 

23) アーイド・シャッラーシュ・ブン・マンスィー（‘Āyid al-Shallāsh bn Mansī منسي بن الشالش عايد ） 

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 حمود بن جاجان عبدالحكيم ） 

25) アブドゥルハーリド・ブン・イブラーヒーム（‘Abd al-Khālid bn Ibrāhīm ابراهيم بن الخالد عبد ） 

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 محمد بن الباش عبدالرحمن ） 

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 أحمد بن الهفل عبدالكريم ） 

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 علي بن الفهد عبدالوهاب ） 
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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 محمود بن الجمعة عدنان ） 

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 خلف بن السفيرة الدين عالء ） 

31) アルヤーン・トゥライミシュ・ブン・アフマド（‘Alyān al-Ṭuraymish bn Aḥmad أحمد بن الطريمش نعليا ） 

32) アルヤーン・ムハンマド・ブン・ムハイリフ（‘Alyān al-Muḥammad bn Mukhaylif مخيلف بن المحمد عليان ） 

33) ウマル・ジャッラーフ・ビント・ガンナーム（‘Umar al-Jarrāḥ Bint Ghannām غنام بنت الجراح عمر ） 

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 مصطفى بن ربيع حاج غالب ） 

35) ガッサーン・ターハー・ブン・サーリフ（Ghassān al-Ṭāhā bn Ṣāliḥ صالح بن الطه غسان ） 

36) ファウワーズ・ワカーウ・ブン・アフマド（Fawwāz al-Wakā‘ bn Aḥmad أحمد بن الوكاع فواز ） 

37) ファウズィー・アアバイド・ブン・ムハンマド（Fawzī A‘bayd bn Muḥammad محمد بن أعبيد فوزي ） 

38) ファイサル・ナースィル・ブン・サッターム（Fayṣal al-Nāṣir bn Saṭṭām سطام بن الناصر فيصل ） 

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 صبري بن أرسالن قسطنطين ） 

40) ムハンマド・フドル・ブン・ハリール（Muḥammad al-Khuḍr bn Khalīl خليل بن الخضر محمد ） 

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 أحمد بن العلي المحمد محمد ） 

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 al-

Dīn الدين نجم بن العثمان عبدهللا محمد ） 

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 بن الحماده علي 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 بدري بن علوش الحاج مصطفى ） 

45) ムスリフ・ハマド・ブン・ラティーフ（Muṣliḥ al-Ḥamad bn Laṭīf لطيف بن الحمد مصلح ） 

46) マタル・ハディール・ブン・ファイヤード（Maṭar al-Khaḍīr bn Fayyāḍ فياض بن الخضير مطر ） 

47) ムルヒム・ハムダーン・ブン・ファーリス（Mulḥim al-Ḥamdān bn Fāris فارس بن الحمدان ملحم ） 

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 محمد بن هللا العبد ناهي ） 

49) ヌール・ムハンマド・ビント・ワリード（Nūr al-Muḥammad Bint Walīd وليد بنت المحمد نور ） 

50) ヌーリー・ムハンマド・ブン・サービト（Nūrī al-Muḥammad bn Thābit ثابت بن المحمد نوري ） 

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 عبدهللا بن ابراهيم ابراهيم ） 

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

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

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

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

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

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

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

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

10) バッシャール・ダグマ・ブン・マフムード（Bashshār Daghma bn Maḥmūd محمود بن دغمه بشار ） 

11) スライヤー・ジュンディー・ビント・マズハル（Thurayyā al-Jundī Bint Maẓhar مظهر بنت الجندي ثريا ） 

12) ジャービル・ハサン・ブン・ハサン（Jābir Ḥasan bn Ḥasan حسن بن حسن جابر ） 

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 منير بن مصطفى الدين حسام ） 

14) フサーム・ルクマーニー・ブン・ハサン（Ḥusām al-Ruqmānī bn Ḥasan حسن بن الرقماني حسام ） 

15) ハッサーン・ハサン・ブン・ナディーム（Ḥassān Ḥasan bn Nadīm نديم بن حسن حسان ） 
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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 يوسف بن ناعوس حسان ） 

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 عبداللطيف بن اسماعيل حسن ） 

18) ハイダル・アスアド・ブン・サルマーン（Ḥaydar As‘ad bn Salmān سلمان بن اسعد حيدر ） 

19) ハルード・ジャディード・ビント・ハーリド（Khalūd Jadīd Bint Khālid خالد بنت جديد خلود ） 

20) ライーフ・バドゥール・ブン・ムルシド（Ra’īf Badūr bn Murshid مرشد بن بدور رئيف ） 

21) ラーティブ・ハムダーン・ブン・ハサン（Rātib Ḥamdān bn Ḥasan حسن بن حمدان راتب ） 

22) ラーニヤー・ハサン・ビント・フムスィン（Rāniyā Ḥasan Bint Muḥsin محسن بنت حسن رانيا ） 

23) ラッザーン・スーダーン・ビント・ハビーブ（Razzān Sūdān Bint Ḥabīb حبيب بنت سودان رزان ） 

24) ザーイド・ラスラーン・ブン・アフマド（Zāyid Raslān bn Aḥmad احمد بن رسالن زايد ） 

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 محسن بن يوسف الدين زين ） 

26) サーリム・マアッラー・ブン・イブラーヒーム（Sālim Ma‘allā bn Ibrāhīm ابراهيم بن معال سالم ） 

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 محسن بنت الشاعر سعاد ） 

28) トゥーニー・クルスーム・ブン・イリヤース（Ṭūnī Kulthūm bn Iliyās الياس بن كلثوم طوني ） 

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 الدين عز بن عباس عباس ） 

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 محمود بن احمد عبداللطيف ） 

31) アリー・ビラール・ブン・サルマーン（‘Alī Bilāl bn Salmān سلمان بن بالل علي ） 

32) ウルヤー・マフムード・ビント・イーサー（‘Ulyā Maḥmūd Bint ‘Īsā عيسى بنت محمود عليا ） 

33) フアード・ハルバー・ブン・ジャウダト（Fu’ād Ḥarbā bn Jawdat جودت بن حربا فؤاد ） 

34) カーミル・ハーッジ・ブン・アフマド（Kāmil al-Ḥajj bn Aḥmad احمد بن الحاج كامل ） 

35) ラビーブ・クブルスリー・ブン・ユースフ（Labīb Qubruṣlī bn Yūsuf يوسف بن قبرصلي لبيب ） 

36) ムハンマド・アリー・ブン・イブラーヒーム（Muḥammad ‘Alī bn Ibrāhīm ابراهيم بن علي محمد ） 

37) ムハンマド・ムスタファー・ブン・フサイン（Muḥammad Muṣṭafā bn Ḥusayn حسين بن مصطفى محمد ） 

38) ムハンマド・マイータ・ブン・ジャミール（Muḥammad Ma‘īṭa bn Jamīl جميل بن معيطة محمد ） 

39) ムハンマド・ユースフ・ブン・マフムード（Muḥammad Yūsuf bn Maḥmūd محمود بن يوسف محمد ） 

40) マフムード・シャマーリー・ブン・アリー（Maḥmūd al-Shamālī bn ‘Alī علي بن الشمالي محمود ） 

41) マフムード・ハサン・ブン・アフマド（Maḥmūd Ḥasan bn Aḥmad احمد بن حسن محمود ） 

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 عبدالقادر بن صقر محمود ） 

43) マナーフ・イーサー・ブン・サルマーン（Manāf‘Īsā bn Salmān سلمان بن عيسى مناف ） 

44) マハー・イブラーヒーム・ビント・マフムード（Mahā Ibrāhīm Bint Maḥmūd محمود بنت ابراهيم مها ） 

45) ナーディル・ムハンマド・ブン・ムハンマド（Nādir Muḥammad bn Muḥammad محمد بن محمد نادر ） 

46) ニブラース・ムルヒジュ・ブン・ムハンマド（Nibrās Murhij bn Muḥammad محمد بن مرهج نبراس ） 

47) ナスリーン・アリー・ビント・マーリク（Nasrīn‘Alī Bint Mālik مالك بنت علي نسرين ） 

48) ハーニー・フドゥール・ブン・アリー（Hānī Khuḍūr bn ‘Alī علي بن خضور هاني ） 

49) ハイサム・イーサー・ブン・ラジャブ（Haytham ‘Īsā bn Rajab رجب بن عيسى هيثم ） 

50) ヤースィル・イブラーヒーム・ブン・ムハンマド（Yāsir Ibrāhīm bn Muḥammad محمد بن ابراهيم ياسر ） 

51) ヤースィル・ジューリーヤ・ブン・アリー（Yāsir Jūrīya bn ‘Alī علي بن جورية ياسر ） 

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 ابراهيم بن حمدوش يونس ） 

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 احمد بن محمد ابراهيم ） 

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 فايز بن عبدالجليل اكرم ） 

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

4) アマル・ダブヤート・ビント・ナスル（Amal al-Dabyāt Bint Naṣr نصر بنت الدبيات امل ） 
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5) バヤーン・ウスマーン・ブン・アリー（Bayān‘Uthmān bn ‘Alī علي بن عثمان بيان ） 

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

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 ميخائيل بن حنا جورج ） 

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

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

10) ハサン・ハイダル・ブン・マイフーブ（Ḥasan Ḥaydar bn Mayhūb ميهوب بن حيدر حسن ） 

11) ハンナー・カラム・ブン・ジルジス（Ḥannā Karambn Jirjis جرجس بن كرم حنا ） 

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 عبدالكريم بنت ونوس حنين ） 

13) ラーイド・フドゥール・ブン・バフジャト（Rā’id Khuḍūr bn Bahjat بهجت بن خضور رائد ） 

14) ラーティブ・イブラーヒーム・ブン・マフムード（Rātib Ibrāhīm bn Maḥmūd محمود بن ابراهيم راتب ） 

15) ラーミズ・ダッラー・ブン・ムハンマド（Rāmiz Dallā bn Muḥammad محمد بن دال رامز ） 

16) ラーミー・アリー・ブン・ヤアクーブ（Rāmī‘Alī bn Ya‘qūb يعقوب بن علي رامي ） 

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 غسان بن ضيعة روفائيل ） 

18) サーリム・ハリール・ブン・アフマド（Sālim Khalīl bn Aḥmad احمد بن خليل سالم ） 

19) サーミル・アリー・ブン・ファウズィー（Sāmir ‘Alī bn Fawzī فوزي بن علي سامر ） 

20) シャーディー・フドゥール・ブン・バドル（Shādī Khuḍūr bn Badr بدر بن خضور شادي ） 

21) シャアバーン・カナージュ・ブン・アリー（Sha‘bān Kanāj bn ‘Alī علي بن كناج شعبان ） 

22) ザーフィル・スライマーン・ブン・ワジーフ（Ẓāhir Sulaymān bn Wajīh وجيه بن سليمان ظافر ） 

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 عباس بن شعبان عبداللطيف ） 

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 محمد بن جندي عبدالناصر ） 

25) アドナーン・サイード・ブン・アミーン（‘Adnān Sa‘īd bn Amīn امين بن سعيد عدنان ） 

26) アター・シャンマース・ブン・タンヌース（‘Aṭā Shammās bn Ṭannūs طنوس بن شماس عطا ） 

27) アリー・スライマーン・ブン・ユースフ（‘Alī Sulaymān bn Yūsuf يوسف بن سليمان علي ） 

28) アリー・アリー・ブン・ナースィル（‘Alī ‘Alī bn Nāṣir ناصر بن علي علي ） 

29) アリー・ガーニム・ブン・ジャブル（‘Alī Ghānim bn Jabr جبر بن غانم علي ） 

30) アリー・カルミヤー・ブン・ムハンマド（‘Alī Karmiyā bn Muḥammad محمد بن كرميا علي ） 

31) ファフド・カルタリー・ブン・ラジャブ（Fahd al-Kartalī bn Rajab رجب بن الكرتلي فهد ） 

32) ファフド・スライマーン・ブン・ハンナー（Fahd Sulaymān bn Ḥannā حنا بن سليمان فهد ） 

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 نادر محمد بنت حالق لقاء ） 

34) ムハンマド・アッジー・ブン・アリー（Muḥammad al-‘Ajjī bn ‘Alī علي بن العجي محمد ） 

35) ムハンマド・ハサン・ブン・ファーリス（Muḥammad Ḥasan bn Fāris فارس بن حسن محمد ） 

36) ムハンマド・フワンダ・ブン・ファリード（Muḥammad Khuwanda bn Farīd فريد بن خوندة محمد ） 

37) ムハンマド・シャーヒーン・ブン・アフマド（Muḥammad Shāhīn bn Aḥmad احمد بن شاهين محمد ） 

38) ムハンマド・スユーフ・ブン・マフムード（Muḥammad Ṣuyūḥ bn Maḥmūd محمود بن صيوح محمد ） 

39) ムハンマド・ユースフ・ブン・アリー（Muḥammad Yūsuf bn ‘Alī علي بن يوسف محمد ） 

40) ムラード・イブラーヒーム・ブン・ユーヌス（Murād Ibrāhīm bn Yūnus يونس بن ابراهيم مراد ） 

41) ムニール・バイドゥーン・ブン・アリー（Munīr Bayḍūn bn ‘Alī علي بن بيضون منير ） 

42) ナーズィル・ハムダーン・ブン・ムハンマド（Nādhir Ḥamdān bn Muḥammad محمد بن حمدان ناذر ） 

43) ナビーラ・サッバーグ・ビント・ミハーイル（Nabīla Ṣabbāgh Bint Mikhā’il مخائيل بنت صباغ نبيلة ） 

44) ナズィール・ハティーブ・ブン・スライマーン（Nadhīr al-Khaṭīb bn Sulaymān سليمان بن الخطيب نذير ） 

45) ニザール・ジャービリー・ブン・マフムード（Nizār al-Jābirī bn Maḥmūd محمود بن الجابري نزار ） 

46) ニザール・ガーニム・ブン・アリー・ユーヌス（Nizār Ghānim bn ‘Alī Yūnus يونس علي بن غانم نزار ） 

47) ナスル・ハサン・ブン・マフムード（Naṣr Ḥasan bn Maḥmūd محمود بن حسن نصر ） 



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. 44) 28 

48) ヤフヤー・ムハンマド・ブン・ムハンマド（Yaḥyā Muḥammad bn Muḥammad) محمد بن محمد يحيى .） 

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 حمد بن السويحة الدين عز احمد ） 

2) アラー・ニウマ・ビント・ハラール（Ālā’ al-Ni‘ma Bint Halāl هالل بنت النعمه االء ） 

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

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

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 محمد بن الجاسم جاسم ） 

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

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

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

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

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 محمد بنت الجبل الموسى حنان ） 

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 حسين بن المحمد العلي خليل ） 

12) ライース・ムスタファー・ブン・ラマダーン（Ra’īs al-Muṣṭafā bn Ramaḍān رمضان بن المصطفى رئيس ） 

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 محمد بن الحميد العلي رشيد ） 

14) ラシード・イーサー・ブン・イーサー（Rashīd ‘Īsā bn ‘Īsā عيسى بن عيسى رشيد ） 

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 al-

Jawād عبدالجواد بن الصالح الجعبر محمد زيد ） 

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 عبيد بن الدالي العنتر سعيد ） 

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 عبد بن حسين الحاج الدين شمس ） 

18) サーリフ・ブハイリー・ブン・ハラール（Ṣāliḥ al-Buḥayrī bn Halāl هالل بن البحيري صالح ） 

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 عبدهللا بنت المصارع صالحه ） 

20) タラール・イーサー・ブン・ムハンマド（Ṭalāl al-’Īsā bn Muḥammad محمد بن العيسى طالل ） 

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 سلوم بن محمد الحاج عباس ） 

22) アブド・アブド・ブン・アフマド（‘Abd ‘Abd bn Aḥmad احمد بن عبد عبد ） 

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 الموسى عبدالحكيم 

حسون بن العريف ） 

24) アブドゥルハラフ・ブン・ハーッジ（‘Abd al-Khalaf bn Ḥājj حاج بن الخلف عبد ） 

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 علي بن الحامد عبدالرحمن ） 

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 حسين بن االحمد عبدالرزاق ） 

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 بن الخلف عبدالرزاق 

الوحيد عبد ） 

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 هالل بن الخلوف عبدالرزاق ） 

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 حمد بن الصالح عبدالفتاح ） 

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 حسن بن العبو عبدالقادر ） 

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 احمد بن الجاسم عبدالكريم ） 

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 نجم بن الحواس عبدهللا ） 

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 حسن بن السليمان عبدهللا ） 

34) ウバイド・ハサン・ブン・ハミーディー（‘Ubayd al-Ḥasan bn Ḥamīdī حميدي بن الحسن عبيد ） 
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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 ابراهيم بن الحسن علي ） 

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 بن الرحمن العبد علي 

 （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 عبد بن الخلف هللا العبد علي ） 

38) アワド・アワド・ブン・イーサー（‘Awaḍ al-‘Awaḍ bn ‘Īsā عيسى بن العوض عوض ） 

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 رشيد بن خطابه الشيخ عيسى ） 

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 عبود بنت الخليفان غازية ） 

41.フィルヤール・ファラフ・ビント・ナディーム（Firyāl Faraḥ Bint Nadīm نديم بنت فرح ل فريا ） 

42) ファイサル・アリー・ブン・マズルーフ（Fayṣal al-‘Alī bn Mazlūh مزلوه بن العلي فيصل ） 

43) カフターン・ラッハール・ブン・シャリーフ（Qaḥṭān Raḥḥāl bn Sharīf شريف بن رحال قحطان ） 

44) リーンダ・アティーヤ・ビント・アフマド（Līnda al-’Aṭīya Bint Aḥmad احمد بنت العطية لينده ） 

45) ムハンマド・ジャッルード・ブン・ハリール（Muḥammad al-Jallūd bn Khalīl خليل بن الجلود محمد ） 

46) ムハンマド・ハリーフ・ブン・ムハイミード（Muḥammad al-Khalīf bn Muḥaymīd محيميد بن الخليف محمد ） 

47) ムハンマド・サイイド・ブン・アリー（Muḥammad al-Sayyid bn ‘Alī علي بن السيد محمد ） 

48) ムハンマド・シャイフ・ハサン・ブン・ハマド（Muḥammad al-Shayhk Ḥasan bn Ḥamad حمد بن حسن الشيخ محمد ） 

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 بن جي الكعكه محمد 

 （عبدالعزيز

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 بن العلي العبو سعيد محمد 

 （علي

51) ムハンマド・アリー・ハサン・ブン・アリー（Muḥammad ‘Alī al-Ḥasan bn ‘Alī علي بن الحسن علي محمد ） 

52) マフムード・ジュムア・ブン・ムーサー（Maḥmūd al-Jum‘a bn Mūsā موسى بن الجمعة محمود ） 

53) マフムード・アクラ・ブン・アフマド（Maḥmūd al-‘Akla bn Aḥmad احمد بن العكلة محمود ） 

54) ムスタファー・アフマド・ブン・ハサン（Muṣṭafā al-Aḥmad bn Ḥasan حسن بن االحمد مصطفى ） 

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 بن الدرويش مهند 

 （عبدالهادي

56) ムーサー・サクラーン・ブン・アリー（Mūsā al-Sakrān bn ‘Alī علي بن السكران موسى ） 

57) ヤフヤー・ナーイス・ブン・アリー（Yaḥyā al-Nā‘is bn ‘Alī علي بن الناعس يحيى ） 

58) ユースフ・ハッジー・ブン・フドル（Yūsuf al-Ḥajjī bn Khuḍr خضر بن الحجي يوسف ） 

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 محمد بن السليمان احمد ） 

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 اسماعيل بن المحمود احمد ） 

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

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

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 صالح بن الصالح با المعتصم ） 

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

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 اسماعيل بن السلوم حسين ） 

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 نايف بن العيسى العمر حميدي ） 

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

10) フドル・アンマーシュ・ブン・フサイン（Khuḍr al-‘Ammāsh bn Ḥusayn حسين بن العماش خضر ） 

11) ハラフ・ハマーディー・ブン・マフムード（Khalaf al-Ḥamādī bn Maḥmūd محمود بن الحمادي خلف ） 

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 محمود بنت احمد المنال خولة ） 

13) シブリー・ズワイフ・ブン・ファイサル（Shiblī al-Dhuwayḥ bn Fayṣal فيصل بن الذويخ شبلي ） 
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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 رمضان بن المحمد شحاذة ） 

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 شعله 

عبدالواحد بنت الخاروف العبود ） 

16) サーリフ・ムーサー・ブン・アブドゥッラー（Ṣāliḥ al-Mūsā bn ‘Abd Allāh عبدهللا بن الموسى صالح ） 

17) サファー・ドゥライビー・ビント・アフマド（Ṣadā’ al-Duraybī Bint Aḥmad احمد بنت الدريبي صفاء ） 

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 عيسى بن الخليل عبدالرحيم ） 

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 مصطفى بن الشحاذة عبدالرزاق ） 

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 ابراهيم بن الخليفة عبدالعزيز ） 

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 محمد بن هالل عبدالغني ） 

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 حجوان بن الحجوان عبداللطيف ） 

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 ياسين بنت هللا العبد عتاب ） 

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 احمد بن العبود المحمد علي ） 

25) ガスワーン・ラマダーン・ブン・ラシード（Ghazwān Ramaḍān bn Rashīd رشيد بن رمضان غزوان ） 

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 زكريا بنت شواخ فوزية ） 

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 حسن بن الخليل ابراهيم محمد ） 

28) ムハンマド・バッダーフ・ブン・アフマド（Muḥammad al-Baddāḥ bn Aḥmad احمد بن البداح محمد ） 

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 اسماعيل بن الزعيتر محمد ） 

30) ムハンマド・アスカル・ブン・ムーサー（Muḥammad al-‘Asjar bn Mūsā موسى بن العسكر محمد ） 

31) ムハンマド・ウムシャーン・ブン・アリー（Muḥammad al-‘Umdshān bn ‘Alī علي بن العمشان محمد ） 

32) ムハンマド・マハーウィシュ・ブン・ハマド（Muḥammad al-Mahāwish bn Ḥamad حمد بن المهاوش محمد ） 

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 علي بن االسماعيل مصطفى ） 

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 امين محمد بن العيسى مصطفى ） 

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 حمود بن الهنداوي مصطفى ） 

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 احمد بن الخلف كمال مصطفى ） 

37) ムーサー・ムーサー・ブン・ジュムア（Mūsā al-Mūsā bn Jum‘a جمعه بن الموسى موسى ） 

38) ニダール・アルウ・ブン・マフムード（Niḍāl al-‘Alw bn Maḥmūd محمود بن العلو نضال ） 

39) ハーニー・ハラール・ブン・アフマド（Hānī al-Halāl bn Aḥmad احمد بن الهالل هاني ） 

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 اسماعيل بن المخلف وائل ） 

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 بشير محمد بن الدرويش المحمد ياسر ） 

42) ユースフ・ユースフ・ブン・ムハンマド（Yūsuf al-Yūsuf bn Muḥammad محمد بن اليوسف يوسف ） 

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 عبدالقادر بن الحناوي احمد ） 

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 امين محمد بن السعدي احمد ） 

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

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

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 محمد بن الجندي ابراهيم 

 （سعيد

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 جبر بن العبيدات ابراهيم ） 
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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 عطاهللا بن عبود ابراهيم ） 

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

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 ابراهيم بن العمار اسماعيل ） 

10) イリヤース・サマーラ・ブン・ファルハーン（Iliyās Samāra bn Farḥān فرحان بن سمارة الياس ） 

11) アイマン・アムール・ブン・アワド（Ayman al-‘Amūr bn ‘Awaḍ عوض بن العمور ايمن ） 

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 سليمان بنت المفعالني ةبتل ） 

13) ビラール・ファーイズ・ブン・ウワイド（Bilāl al-Fāyiz bn ‘Uwayd عويد بن الفايز بالل ） 

14) ジャマール・バルヒー・ブン・アフマド（Jamāl al-Balkhī bn Aḥmad احمد بن البلخي جمال ） 

15) ハムザ・シャブラーク・ブン・ハサン（Ḥamza al-Shablāq bn Ḥasan حسن بن الشبالق حمزة ） 

16) ハーリド・サラーマート・ブン・スライマーン（Khālid al-Salāmāt bn Sulaymān سليمان بن السالمات خالد ） 

17) ハーリド・カッラ・ブン・ファリード（Khālid al-Qarra bn Farīd فريد بن القرة خالد ） 

18) ハーリド・ガーニム・ブン・アフマド（Khālid Ghānim bn Aḥmad احمد بن غانم خالد ） 

19) ハーリド・マンスール・ブン・ドゥライド（Khālid Manṣūr bn Durayd دريد بن منصور خالد ） 

20) リヤード・ハリーリー・ブン・ムハンマド（Riyāḍ al-Ḥarīrī bn Muḥammad محمد بن الحريري رياض ） 

21) ズィヤード・ディマーラ・ブン・ハンムード（Ziyād Dimāra bn Ḥammūd حمود بن دمارة زياد ） 

22) スライマーン・ハサン・ブン・イーサー（Sulaymān Ḥasan bn ‘Īsā عيسى بن حسن سليمان ） 

23) アーヒド・マズラアーティー・ブン・ハサン（‘Āhid al-Mazra‘ātī bn Ḥasan حسن بن المزرعاني عاهد ） 

24) アーイシュ・グナイム・ブン・ウクラ（‘Āyish al-Ghunaym bn ‘Uqla عقلة بن الغنيم عايش ） 

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 ياسين بن العميان عبدالكريم ） 

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 اسماعيل بن الفالح عبدهللا ） 

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 جدعان بن الخشارفة عبدو ） 

28) アフィーフ・ズウビー・ブン・アリー（‘Afīf al-Zu‘bī bn ‘Alī علي بن الزعبي عفيف ） 

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 ابراهيم بن اعيالرف الدين عماد ） 

30) イマード・アリー・ブン・マンスール（‘ Imād ‘Alī bn Manṣūr منصور بن علي عماد ） 

31) アウワード・スワイダーン・ブン・アフマド（‘Awwād al-Suwaydān bn Aḥmad احمد بن السويدان عواد ） 

32) アイヤード・フムスィン・ブン・フサイン（‘Ayyād al-Muḥsin bn Ḥusayn حسين بن المحسن عياد ） 

33) イーサー・アトマ・ブン・マフムード（‘Īsā al-‘Atma bn Maḥmūd محمود بن العتمة عيسى ） 

34) ファイルーズ・イード・ビント・ディーブ（Fayrūz al-’Īd Bint Dīb ديب بنت العيد فيروز ） 

35) カースィム・ザーヒル・ブン・ムハンマド（Qāsim Ẓāhir bn Muḥammad محمد بن ظاهر قاسم ） 

36) マアムーン・ハリーリー・ブン・ファイサル（Ma’mūn al-Ḥarīrī bn Fayṣal فيصل بن الحريري مأمون ） 

37) ムハンマド・ムサーラマ・ブン・ファウズィー（Muḥammad al-Musālama bn Fawzī فوزي بن المسالمة محمد ） 

38) ムハンマド・ナアマート・ブン・アリー（Muḥammad al-Ni‘māt bn ‘Alī علي بن النعمات محمد ） 

39) ムハンマド・ハリーバ・ブン・ズィーブ（Muḥammad Kharība bn Dhīb ذيب بن خريبة محمد ） 

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 يوسف بن ابازيد خير محمد ） 

41) ムハンマド・アトマ・ブン・アフマド（Muḥammad ‘Atma bn Aḥmad احمد بن عتمة محمد ） 

42) マフムード・ヒジャーズィー・ブン・カースィム（Maḥmūd Ḥijāzī bn Qāsim قاسم بن حجازي محمود ） 

43) ムスタファー・マトルード・ブン・アドナーン（Muṣṭafā Maṭarūd bn ‘Adnān عدنان بن مطرود مصطفى ） 

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 محمد بن الجباوي منصور ） 

45) ナーディル・リファーイー・ブン・ファフド（Nādir al-Rifā‘ī bn Fahd فهد بن الرفاعي نادر ） 

46) ナビール・マフディー・ブン・アフマド（Nabīl Mahdī bn Aḥmad احمد بن مهدي نبيل ） 

47) ワスィーマ・ヒラーフ・ビント・バフジャト（Wasīma Khilāf Bint Bahjat بهجت بنت خالف وسيمة ） 

48) ワリード・ガザーリー・ブン・ムハンマド（Walīd al-Ghazālī bn Muḥammad محمد بن الغزالي وليد ） 

49) ヤフヤー・マフアラーニー・ブン・アーイド（Yaḥyā al-Maf‘alānī bn ‘Āyid عايد بن المفعالني يحيى ） 
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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 قطيفان بن الخلف يوسف ） 

第 2 部門 

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

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 سعيد محمد بن الزعبي انور ） 

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

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 رسمي بن الشريفة ابراهيم ） 

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

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 احمد بن العبدهللا ابراهيم ） 

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

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

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

10) ハリール・アリー・ブン・ムハンマド（Khalīl al-‘Alī bn Muḥammad محمد بن العلي خليل ） 

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 عبدالكريم بنت الجباوي ربا ） 

12) ズィヤード・ウバイド・ブン・マフムード（Ziyād al-‘Ubayd bn Maḥmūd محمود بن العبيد زياد ） 

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 عبدهللا بن بركات سليمان ） 

14) スライマーン・アイファーン・ブン・ムハンマド（Sulaymān ‘Ayfān bn Muḥammad محمد بن عيفان سليمان ） 

15) シハーダ・タラブ・ブン・アーティフ（Shiḥāda al-Ṭalab bn ‘Āṭif عاطف بن الطلب شحادة ） 

16) シャフィーク・タブラ・ブン・スィムアーン（Shafīq Ṭabra bn Sim‘ān سمعان بن طبره شفيق ） 

17) スブヒー・カバラーン・ブン・ミーハーイール（Ṣubḥī Qabalān bn Mīkhā’īl ميخائيل بن قبالن صبحي ） 

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 ممدوح بن الجراد عاطف ） 

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 عبدهللا بن الخطيب عبدالحكيم ） 

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 ابراهيم بن الرفاعي عبدالحميد ） 

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 سليمان بن الحربات عبدالكريم ） 

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 ابراهيم بن شباط المطلب عبد ） 

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 احمد بن العدوي عبدالمولى ） 

24) アブドゥフ・アスアド・ビント・アルシード（‘Abduh al-As‘ad Bint Arshīd ارشيد بنت االسعد عبده ） 

25) イサーム・ミスリー・ブン・フドル（‘ Iṣām al-Miṣrī bn Khuḍr خضر بن المصري عصام ） 

26) アリー・ウワイル・ブン・ユースフ（‘Alī ‘Uwayr bn Yūsuf يوسف بن عوير علي ） 

27) フアード・アフマド・ブン・アフマド（Fu’ād al-Aḥmad bn Aḥmad احمد بن االحمد فؤاد ） 

28) ファリード・ミクダード・ブン・ムハンマド（Farīd al-Miqdād bn Muḥammad محمد بن المقداد فريد ） 

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 عبدالكريم بن الفاعوري فياض ） 

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 محمد بن احمد السيد قاسم ） 

31) クサイ・ハルキー・ブン・ナーディル（Quṣay al-Ḥalqī bn Nādir نادر بن الحلقي قصي ） 

32) マージド・ハリール・ブン・シャティーウィー（Mājid al-Khalīl bn Shatīwī شتيوي بن الخليل ماجد ） 

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 امين محمد 

محمد بن الشديدي ） 

34) ムハンマド・ハリーリー・ブン・ムクビル（Muḥammad al-Ḥarīrī bn Muqbil مقبل بن الحريري محمد ） 

35) ムハンマド・ハティーブ・ブン・フサイン（Muḥammad al-Khaṭīb bn Ḥusayn حسين بن الخطيب محمد ） 

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 عبدالقادر بن الوادي محمد ） 

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 زهير محمد 

ابراهيم بن الجاموس ） 

38) マフムード・アブー・ザハブ・ブン・ユースフ（Maḥmūd Abū al-Dhahab bn Yūsuf يوسف بن الذهب ابو محمود ） 
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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 الدين محي بن الجمعات محمود ） 

40) ムルシド・カッダーフ・ブン・カスィーム（Murshid Qaddāḥ bn Qasīm قسيم بن قداح مرشد ） 

41) マルワーン・シャクニーン・ブン・サラーフ（Marwān al-Shaqnīn bn Ṣalāḥ صالح بن الشقنين مروان ） 

42) マリヤム・トゥーマー・ビント・バーディー（Mariyam al-Tūmā Bint Bādī بادي بنت التوما مريم ） 

43) マスアブ・ハミース・ブン・トゥルキー（Maṣ‘ab al-Khamīs bn Turkī تركي بن الخميس مصعب ） 

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 اسماعيل بن القادري منصور ） 

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-م Dhīb bn Ibrāhīm ابراهيم بن المذيب الدين نور ） 

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 فوزان بنت الزعبي هنادي ） 

47) ヤフヤー・カフリー・ブン・ムハンマド（Yaḥyā al-Kafrī bn Muḥammad محمد بن الكفري يحيا ） 

48) ヤフヤー・アンマーリーン・ブン・アワド（Yaḥyā al-’Ammārīn bn ‘Awaḍ عوض بن العمارين يحيى ） 

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 عبدالمجيد بن العسادوة يوسف ） 

50) ユースフ・マンジャル・ブン・アフマド（Yūsuf al-Manjar bn Aḥmad احمد بن المنجر يوسف ） 

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 نسيب بن عسلي ابو ادهم ） 

2) イスマーイール・バッラーン・ブン・ユースフ（Ismā‘īl Ballān bn Yūsuf يوسف بن بالن اسماعيل ） 

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 محمد بن قطيش اسماعيل ） 

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

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

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

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

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

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 مؤيد بنت الحلبي والي بثينة ） 

10) バッサーム・アーミル・ブン・アリー（Bassām ‘Āmir bn ‘Alī علي بن عامر بسام ） 

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 اسماعيل بن غانم توفيق ） 

12) フサーム・カイワーン・ブン・ジャドアーン（Ḥusām Kaywān bn Jad‘ān جدعان بن كيوان حسام ） 

13) ハーリド・ハイル・ブン・サーリフ（Khālid Khayr bn Ṣāliḥ صالح بن خير خالد ） 

14) ラーフィウ・ムカッリド・ブン・サービル（Rāfī‘ Muqallid bn Ṣābir صابر بن مقلد رافع ） 

15) ラスミー・アイサミー・ブン・ハマド（Rasmī al-‘Aysamī bn Ḥamad حمد بن العيسمي رسمي ） 

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 اسماعيل بن لبيالح رضوان ） 

17) サーミル・ハサニーヤ・ブン・マスウード（Sāmir al-Ḥasanīya bn Mas‘ūd مسعود بن الحسنية سامر ） 

18) サルマーン・ヒンナーウィー・ブン・サリーム（Salmān al-Ḥinnāwī bn Salīm سليم بن الحناوي سلمان ） 

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 سعدو بن الصحناوي عادل ） 

20) キヤーン・サアブ・ブン・ラーミズ（Kiyān Ṣa‘b bn Rāmiz رامز بن صعب كيان ） 

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 ممدوح بن الدين عز محمد ） 

22) マルワーン・アワーイダ・ブン・アスカル（Marwān al-‘Awāyida bn ‘Askar عسكر بن العوايدة مروان ） 

23) マルワーン・ダウ・ブン・ユースフ（Marwān Ḍaw bn Yūsuf يوسف بن ضو مروان ） 

24) ナージー・アブー・ファフル・ブン・アフマド（Nājī Abū Fakhr bn Aḥmad احمد بن فخر ابو ناجي ） 

25) ニザール・アブー・ラアス・ブン・ジャミール（Nizār Abū Rās bn Jamīl جميل بن راس ابو نزار ） 

26) ワーイル・ジャルブーウ・ブン・ハサン（Wā’il Jarbū‘ bn Ḥasan حسن بن جربوع وائل ） 
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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 هايل بن عزام وائل ） 

28) ヤースィル・ガーニム・ブン・ファドルッラー（Yāsir Ghānim bn Faḍl Allāh هللا فضل بن غانم ياسر ） 

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 نايف بن العطار ادهم ） 

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 نسيب بن حمرة ابو ابراهيم ） 

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

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

5) バディーウ・ハラール・ブン・タウフィーク（Badī‘ Halāl bn Tawfīq توفيق بن هالل بديع ） 

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

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 ابراهيم بن الفضل ابو تيسير ） 

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

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 مهنا بن الجباعي حافظ ） 

10) ラーイド・フライハーン・ブン・サルマーン（Rā’id Fulayḥān bn Salmān سلمان بن فليحان رائد ） 

11) ラーミズ・ズライカ・ブン・ナジーブ（Rāmiz Zurayqa bn Najīb نجيب بن زريفة رامز ） 

12) サフワーン・ラドワーン・ブン・ファーリス（Ṣafwān Raḍwān bn Fāris فارس بن رضوان صفوان ） 

13) アリー・ハッジャール・ブン・ニウマーン（‘Alī al-Ḥajjār bn Ni‘mān نعمان بن الحجار علي ） 

14) キファーフ・ハイユー・ブン・サルマーン（Kifāḥ Khayyū bn Salmān سلمان بن خيو كفاح ） 

15) マルワーン・シャーティル・ブン・ナーイフ（Marwān al-Shāṭir bn Nāyif نايف بن الشاطر مروان ） 

16) ムティーウ・シュカイル・ブン・ハマド（Muṭī‘ Shuqayr bn Ḥamad حمد بن شقير مطيع ） 

17) ムウタスィム・アルバイド・ブン・ザイド（Mu‘taṣim al-‘Arbayd bn Zayd زيد بن العربيد معتصم ） 

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 فواز بن الجغامي معين ） 

19) マムドゥーフ・ハーミド・ブン・マフムード（Mamdūḥ Ḥāmid bn Maḥmūd محمود بن حامد ممدوح ） 

20) ナビール・スルターン・ブン・ハザーウ（Nabīl Sulṭān bn Hazā‘ هزاع بن سلطان نبيل ） 

21) ナウワーフ・カルムーシャ・ブン・フムスィン（Nawwāf Qarmūsha bn Muḥsin محسن بن قرموشة نواف ） 

22) ハーイル・ハルブ・ブン・アービド（Hāyil Ḥarb bn ‘Ābid عابد بن حرب هايل ） 

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 نسيب بن المحيثاوي وائل ） 

24) ワッダード・カンタール・ビント・アリー（Waddād al-Qanṭār Bint ‘Alī علي بنت القنطار وداد ） 

25) ヤザン・サンマーン・ブン・ヤフヤー（Yazan al-Sammān bn Yaḥyā يحيى بن السمان يزن ） 

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 عوض بن الجمعه احمد ） 

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

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

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

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

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

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

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

9) ズィヤード・アフマド・ブン・ムハンマド（Ziyād Aḥmad bn Muḥammad محمد بن احمد زياد ） 
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10) サーリフ・スワイド・ブン・サイード（Ṣāliḥ Suwayd bn Sa‘īd سعيد بن سويد صالح ） 

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 فاضل بن البكر عبدالحكيم ） 

12) アドナーン・ハーリド・ブン・フサイン（‘Adnān al-Khālid bn Ḥusayn حسين بن الخالد عدنان ） 

13) アリー・ラーディー・ブン・マンスール（‘Alī al-Rāḍī bn Manṣūr منصور بن الراضي علي ） 

14) アリー・フライジュ・ブン・フサイン（‘Alī al-Furayj bn Ḥusayn حسين بن الفريج علي ） 

15) フアード・ガリーブ・ブン・ムハンマド（Fu’ād Gharīb bn Muḥammad محمد بن غريب فؤاد ） 

16) ファラジュ・サクル・ブン・サリーム（Faraj Ṣaqr bn Salīm سليم بن صقر فرج ） 

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 عبداللطيف بنت ناخه فريدة ） 

18) カースィム・ムハンマド・ブン・ムハンマド（Qāsim al-Muḥammad bn Muḥammad محمد بن المحمد قاسم ） 

19) ムハンマド・ジャブル・ブン・ハマド（Muḥammad al-Jabr bn Ḥamad حمد بن الجبر محمد ） 

20) ムハンマド・ハーッジ・ブン・ナーイフ（Muḥammad al-Ḥajj bn Nāyif نايف بن الحاج محمد ） 

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 عبدالعزيز بن الفضلي محمد ） 

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 عبدالحميد بن خنيفس محمد ） 

23) ムハンマド・ズィヤーブ・ブン・サーリフ（Muḥammad Dhiyāb bn Ṣāliḥ صالح بن ذياب محمد ） 

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 نصر محمد 

كاين بن خريوش الدين ） 

25) ナスリーン・ウスマーン・ビント・ニザール（Nasrīn ‘Uthmān Bint Nizāl نزال بنت عثمان نسرين ） 

第 2 部門 

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

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

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 مصطفى بن المصطفى اسعد ） 

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

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 

مرعي بن العنزي الشرعبي هزاع ） 

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

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

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 عبدالحميد بنت المسعود دنيا ） 

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

10) ラシード・ダーヒル・ブン・アフマド（Rashīd al-Ḍāhir bn Aḥmad احمد بن الضاهر رشيد ） 

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 عبدالرزاق بن الطحان زايد ） 

12) ザキー・アッバース・ブン・ムハンマド（Zakī ‘Abbās bn Muḥammad محمد بن عباس زكي ） 

13) サーミル・ムーサー・ブン・アフマド（Sāmir Mūsā bn Aḥmad احمد بن موسى سامر ） 

14) シハーダ・マルイー・ブン・マフムード（Shiḥāda al-Mar‘ī bn Maḥmūd محمود بن المرعي شحاده ） 

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 سلطي بن شتيوي شكري ） 

16) アブドゥッラー・シャリーダ・ブン・ハサン（‘Abd Allāh Sharīda bn Ḥasan حسن بن شريده عبدهللا ） 

17) イーサー・マフムード・ブン・ムハンマド（‘Īsā Maḥmūd bn Muḥammad محمد بن محمود عيسى ） 

18) フィラース・ハフリー・ブン・ムハンマド（Firās al-Ḥafrī bn Muḥammad محمد بن الحفري فراس ） 

19) フムスィン・ズィーブ・ブン・ハーリド（Muḥsin Dhīb bn Khālid خالد بن ذيب محسن ） 

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 طه احمد بن السامية محمد ） 

21) マムドゥーフ・ターハー・ブン・サーリフ（Mamdūḥ Ṭāhā bn Ṣāliḥ صالح بن طه ممدوح ） 

22) ムワッファク・マーシャフジュ・ブン・ムニール（Muwaffaq Māshafj bn Munīr منير بن ماشفج موفق ） 

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 محمد بن حسون الدين نور ） 
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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 حسن بن موسى الدين نور ） 

25) ヒシャーム・ムハンマド・ブン・ムハンマド（Hishām al-Muḥammad bn Muḥammad محمد بن المحمد هشام ） 

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 عمر بن مداراتي احمد ） 

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 علي محمد بن رحماني احمد ） 

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

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 بن عنجريني اسامة 

فاتح محمد ） 

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

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

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

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

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 لؤي نب صالح محمد جهاد ） 

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 محمد بن الحسن الدين سيف ） 

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 الرزاق عبد 

الحميد عبد بن راس ابو ） 

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 اوغلي اتش القادر عبد 

مصطفى بن ） 

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 ديب بن جباره هللا عبد ） 

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 رمضان محمد بن دان ابو الهدى ابو فارس ） 

15) ファーディル・ムハンナー・ブン・アフマド（Fāḍil Muhannā bn Aḥmad احمد بن مهنا فاضل ） 

16) カマル・カンナーン・ビント・ムハンマド（Qamar Qannān Bint Muḥammad محمد بنت قنان قمر ） 

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 

العزيز عبد بن زيتون امجد ） 

18) ムハンマド・ハラビー・ブン・バクルー（Muḥammad Ḥalabī bn Bakrī بكري بن حلبي محمد ） 

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 شعبان محمد 

محمد بن صهريج ） 

20) マフムード・アンバル・ブン・ムハンマド（Maḥmūd ‘Anbar bn Muḥammad محمد بن عنبر محمود ） 

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 أحمد بن براق امير مرهف 

 （سمير

22) ムアッド・ムドリジー・ブン・サービト（Mu‘add al-Mudlijī bn Thābit ثابت بن المدلجي معد ） 

23) マイヤーダ・タンジー・ビント・カースィム（Mayyāda al-Tanjī Bint Qāsim قاسم بنت التنجي ميادة ） 
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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 ميشيل بنت شحود نايله ） 

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 الغني عبد بن الهبراوي هزاع ） 

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 محمود بن فارس ياسر احمد ） 

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

3) イーリー・カラーフ・ブン・サミール・サリーバ（Īlī Kalāḥ bn Samīr Ṣalība صليبة سمير بن كالح إيلي ） 

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 مصطفى بن ناجح الدين جمال ） 

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

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

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

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

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 بن لي قونيه الدين صالح 

 （عثمان

10) アリー・ナッバハーン・ブン・ウスマーン（‘Alī al-Nabbahān bn ‘Uthmān عثمان بن النبهان علي ） 

11) アリー・シャヒード・ブン・ムハンマド（‘Alī Shahīd bn Muḥammad محمد بن شهيد علي ） 

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 ياسر احمد بن داخل عمار ） 

13) アンマール・サーディク・ブン・アスアド（‘Ammār Ṣādiq bn As‘ad اسعد بن صادق عمار ） 

14) ファーディー・アミーン・ブン・ファウズィー（Fādī al-Amīn bn Fawzī فوزي بن االمين فادي ） 

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 اياد محمد 

ثابت احمد بن سرميني ） 

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 ايمن محمد 

الكريم عبد بن حالق ） 

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 هللا عبد بن عرب جمال محمد ） 

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 جمال محمد 

محمود بن كنيفاتي ） 

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 

ماهر محمد بن دشان زاهر محمد ） 

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 احمد بن االحمد صالح محمد ） 

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 حلبي عارف محمد 

الحميد عبد بن ） 

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 

الدين فخر حمد بن زاهد نعيم محمد ） 

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 العزيز عبد بن نواي محمد ） 

24) マフムード・カイヤーリー・ブン・アフマド（Maḥmūd Kayyārī bn Aḥmad احمد بن كياري محمود ） 

25) ナハー・ジャブカジー・ビント・アスアド（Nahā Jabqajī Bint As‘ad اسعد بنت جبقجي نهى ） 

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 نواف بن طيبو اياد ） 

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 فاروق محمد بنت عبارة ايمان ） 
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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 المؤمن عبد بنت بايقلي ايناس ） 

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

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

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

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

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

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 

فاروق محمد بن الدين حسان ） 

10) ターリブ・ハサン・ブン・ハリール（Ṭālib al-Ḥasan bn Khalīl خليل بن حسنال طالب ） 

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 احسان بن البواب هللا عبد ） 

12) ファーリス・ムーサッリー・ブン・ムフタール（Fāris Mūṣallī bn Mukhtār مختار بن موصلي فارس ） 

13) ルーリース・サッルーム・ビント・クライム（Lūrīs Sallūm Bint Kulaym كليم بنت سلوم لوريس ） 

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 النصر ابو بن الجرايحي مؤنس ） 

15) ムハンマド・サッルーム・ブン・フサイン（Muḥammad al-Sallūm bn Ḥusayn حسين بن السلوم محمد ） 

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 سامي بن السباعي رسمي محمد ） 

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 

نعيم بن عثمان شيخ مجاهد محمد ） 

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 النيفاوي مهند محمد 

وليد بن ） 

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 راتب بن كيشي نبيل محمد ） 

20) ムルタダー・ディーブー・ブン・أヌール（Murtaḍā Dībū bn Anwar أنور بن ديبو مرتضى ） 

21) ムルハフ・マンスール・ブン・ナスル（Murhaf Manṣūr bn Naṣr نصر بن منصور مرهف ） 

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 الدين عز بنت مشعل مريم ） 

23) ムフィーダ・ザフラ・ビント・ハサン（Mufīda Zahra Bint Ḥasan حسن بنت زهره مفيدة ） 

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 عبد بن داغستاني نضال 

 （الغفار

25) ヤースィル・ムハンマド・ブン・フサイン（Yāsir al-Muḥammad bn Ḥusayn حسين بن المحمد ياسر ） 

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 ممدوح بن القاسمي اسامة ） 

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

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

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

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

6) ダーリーン・ドゥユーブ・ビント・イーサー（Dārīn Duyūb Bint ‘Īsā عيسى بنت ديوب دارين ） 

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 الكريم عبد بنت شاهين سمر ） 

8) タラール・ハラール・ブン・マフムード（Ṭalāl Halāl bn Maḥmūd محمود بن هالل طالل ） 

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 بن الطرون الكافي عبد 

الحميد عبد ） 

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 فائز بن باشا شمسي عالء ） 

11) カースィム・ドゥーム・ブン・アリー（Qāsim Dūm bn ‘Alī علي بن دوم قاسم ） 

12) クライシュ・サフルール・ブン・マムドゥーフ（Quraysh Saḥlūl bn Mamdūḥ ممدوح بن سحلول قريش ） 

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’ ضياء بن طليمات بدر محمد ） 
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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 بشار محمد 

ممدوح بن التبان ） 

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 ابو جاسر محمد 

كمال بن الخير ） 

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 وليد محمد 

الباسط عبد بن السباعي ） 

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 صالح محمد بن الوفائي مخلص ） 

18) マルワーン・アブディー・ブン・スライマーン（Marwān al-‘Abdī bn Sulaymān سليمان بن العبدي مروان ） 

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 المجيد عبد بن ميلص مالذ ） 

20) ナーディル・アフーフ・ブン・ガーニム（Nādir ‘Afūf bn Ghānim غانم بن عفوف نادر ） 

21) ナースィル・スライマーン・ブン・サアド（Nāṣir Sulaymān bn Sa‘d سعد بن سليمان ناصر ） 

22) ナースィル・アッブード・ブン・ジャミール（Nāṣir ‘Abbūd bn Jamīl جميل بن عبود ناصر ） 

23) ヤースィル・マシャーリカ・ブン・ハーリド（Yāsir Mashāriqa bn Khālid خالد بن مشارقة ياسر ） 

24) ヤフヤー・カンヤール・ブン・バラカート（Yaḥyā Kanyār bn Barakāt بركات بن كنيار يحيى ） 

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 الرحمن عبد بن قاسم يوسف ） 

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 القادر عبد بن العمر احمد ） 

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 الرزاق عبد بن تليتي باسم ） 

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 القادر عبد بن جدعان جمال ） 

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

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

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

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 رفيق بن الرزاق العبد خلدون ） 

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 فؤاد بن الفتوحي بستاني زكريا ） 

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 المسيح عبد بن حداد زكي ） 

10) サーミル・アースィー・ブン・サミーフ（Sāmir al-‘Āṣī bn Samīḥ سميح بن العاصي سامر ） 

11) スーサン・ウラービー・ビント・スライマーン（Sūsan ‘Urābī Bint Sulaymān سليمان بنت عرابي سوسن ） 

12) サバーフ・ムラード・ビント・ナアサーン（Ṣabāḥ Murād Bint Na‘sān نعسان بنت مراد صباح ） 

13) ターリク・スルターン・ブン・アフマド（Ṭāriq Sulṭān bn Aḥmad احمد بن سلطان طارق ） 

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 خليل بن الخليل الرزاق عبد ） 

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 محمد بن سالم الرزاق عبد ） 

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 مراد الكريم عبد 

محمد بن اغا ） 

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 بن عرفة الناصر عبد 

 （المعين

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 السالم عبد بن الشامي عدنان ） 

19) アドナーン・タイヤール・ブン・ヤフヤー（‘Adnān al-Ṭayyār bn Yaḥyā يحيى بن الطيار عدنان ） 

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 الحميد عبد بن الفرا عصام ） 

21) フィラース・マリキー・ブン・イブラーヒーム（Firās al-Malikī bn Ibrāhīm ابراهيم بن الملكي فراس ） 
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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 ديب محمد بن معراوي كرديش فواز ） 

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 الكريم عبد بن العطار محمد ） 

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 

نعسان بن بارودي قربان رياض محمد ） 

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 معاوية بن شرابي محمد ） 

26) ムルハフ・ハーッジ・ザイン・ブン・サーリフ（Murhaf al-Ḥajj Zayn bn Ṣāliḥ صالح بن زين الحاج مرهف ） 

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 القادر عبد بن العوير مصعب ） 

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 معاوية 

القادر عبد بن جرجنازي ） 

29) マイヤーダ・タラーウィー・ビント・アドナーン（Mayyāda Talāwī Bint ‘Adnān عدنان بنت تالوي ميادة ） 

30) ヤフヤー・サラーマ・ブン・フムスィン（Yaḥyā Salāma bn Muḥsin محسن بن سالمة يحيى ） 

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 مصطفى بن خليف تمام ） 

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

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

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

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

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 بن الصمصام صفوان 

تيسير محمد ） 

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 القادر عبد بن المنصور عارف ） 

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 باشي قصاب االله عبد 

عدنان بن ） 

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 محمد بن عقدة الكافي عبد 

 （ديب

10) イマード・バーシューリー・ブン・アドハム（‘ Imād Bāshūrī bn Adham ادهم بن باشوري عماد ） 

11) フアード・カイード・ブン・ムフタール（Fu’ād Ka’īd bn Mukhtār مختار بن كعيد فؤاد ） 

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 الحاج النايف فيصل 

خالد بن احمد ） 

13) マーヒル・ミスリー・ブン・ムフリス（Māhir al-Miṣrī bn Mukhliṣ مخلص بن المصري ماهر ） 

14) ムハンマド・ハーニー・ブン・アフマド（Muḥammad al-Khānī bn Aḥmad احمد بن الخاني محمد ） 

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 مصطفى بن كزكز عامر محمد ） 

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 موفق بن االسود وحيد محمد ） 

17) マスアフ・アスファル・ブン・ハーリド（Mas‘af al-Aṣfar bn Khālid خالد بن االصفر مسعف ） 

18) ムスタファー・ファラフ・ブン・ユースフ（Muṣṭafā al-Farakh bn Yūsuf يوسف بن الفرخ مصطفى ） 

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 فردوس بن العلواني معتز ） 

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 محمود بن قندقجي ياسين ） 

4) ラタキア市 

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

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

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

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 صديق بن باال ابو جعفر ） 

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

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

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

8) リヤード・ハマド・ブン・ユースフ（Riyāḍ Ḥamad bn Yūsuf يوسف بن حمد رياض ） 

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 محمد بن كحيلة الدين زهر ） 

10) シャーディー・ジャッブール・ブン・アンワル（Shādī Jabbūr bn Anwar انور بن جبور شادي ） 

11) シャウキー・ヤースィーン・ブン・ハサン（Shawqī Yāsīn bn Ḥasan حسن بن ياسين شوقي ） 

12) サフル・ファフルー・ブン・ムニール（Ṣakhr Fakhrū bn Munīr منير بن فخرو صخر ） 

13) ターリク・バラカート・ブン・ワフィーク（Ṭāriq Barakāt bn Wafīq وفيق بن بركات طارق ） 

14) アビール・フドル・ビント・アリー（‘Abīr Khuḍr Bint ‘Alī علي بنت خضر عبير ） 

15) アッザーム・スライティーン・ブン・ムハンマド（‘Azzām Sulayṭīn bn Muḥammad محمد بن سليطين عزام ） 

16) イマード・ダーウド・ブン・マフムード（‘ Imād Dā’ud bn Maḥmūd محمود بن داؤد عماد ） 

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 كمال مصطفى بن سيده عماد ） 

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 القادر عبد بن ريحاوي فراس ） 

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 احمد بنت قنجزاوي فردوس ） 

20) リーンダ・タフーフ・ビント・アリー（Līnda Tafūḥ Bint ‘Alī علي بنت تفوح لينده ） 

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 عصام بن وكيل سعيد محمد ） 

22) マンハル・ワフム・ブン・ヒクマート（Manhal al-Wahm bn Ḥikmāt حكمات بن الوهم منهل ） 

23) ナビール・シャリーキー・ブン・ナディーム（Nabīl Sharīfī bn Nadīm نديم بن شريقي نبيل ） 

24) ヌーフ・ヌーフ・ブン・アリー（Nūḥ Nūḥ bn ‘Alī علي بن نوح نوح ） 

25) ワーイル・シャアブー・ブン・ラシード（Wā’il Sha‘bū bn Rashīd رشيد بن شعبو وائل ） 

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 نديم بن اشقر احمد ） 

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

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

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 القادر عبد بن شريقي بدر ） 

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

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

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

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

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

10) アーミル・ファッハーム・ブン・ハーリド（‘Āmir Faḥḥām bn Khālid خالد بن فحام عامر ） 

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 عادل بن كحيله الحليم عبد ） 

12) アラー・ガーニム・ブン・アリー（‘Alā’ Ghānim bn ‘Alī علي بن غانم عالء ） 

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 عبد بن ركب ابو عمار 

 （الرحمن

14) がーンディー・ダーウド・ブン・ハビーブ（Ghāndī Dāwud bn Ḥabīb حبيب بن داود غاندي ） 

15) ファーディー・マヤー・ブン・ジャミール（Fādī Mayā bn Jamīl جميل بن ميا فادي ） 
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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 علي بن حمدان مؤيد ） 

17) マーヒル・ラマダーン・ブン・ラビーブ（Māhir Ramaḍān bn Labīb لبيب بن رمضان ماهر ） 

18) ムハンマド・ビク・ブン・ハーリド（Muḥammad Bik bn Khālid خالد بن بك محمد ） 

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 جليل بن حكيم فواز محمد ） 

20) マアルーフ・マアルーフ・ブン・ユーヌス（Ma‘rūf Ma‘rūf bn Yūnus يونس بن معروف معروف ） 

21) マイ・タッバーウ・ビント・ジュールジュ（May Ṭabbā‘ Bint Jūrj جورج بنت طباع مي ） 

22) ヌールス・ジャンムール・ブン・アター（Nūrus Jammūl bn ‘Aṭā عطا بن جمول نورس ） 

23) ハーディー・マアッラー・ブン・ファーティル（Hādī Ma‘allā bn Fāṭir فاطر بن معال هادي ） 

24) ハラー・シバール・ビント・ユースフ（Halā Sibār Bint Yūsuf يوسف بنت شبار هال ） 

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 القادر عبد بنت شريقي يوال ） 

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 يحيى بن تامر ابراهيم ） 

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 كرزي سامر احمد 

وحيد محمد بن ） 

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 ابراهيم بن دهنين نضال احمد ） 

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 امين محمد بن وعيظ احمد ） 

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

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 االيوبي الدين بدر 

العزيز عبد بن ） 

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 رشاد بن النص الدين بهاء ） 

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

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 طالل محمد بنت قصاص دانيا ） 

10) ラナー・ムザンナラ・ビント・ズィヤード（Ranā Muzannara Bint Ziyād زياد بنت مزنرة رنا ） 

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 القادر عبد بنت البيك روال ） 

12) スブヒー・スィハーリー・ブン・マーヒル（Ṣubḥī Siḥārī bn Māhir ماهر بن سحاري صبحي ） 

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 محمد بن قباني الحميد عبد ） 

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 يوسف بن شامية الناصر عبد ） 

15) アッザーム・カティーウ・ブン・ムハンマド（‘Azzām Qaṭī‘ bn Muḥammad محمد بن قطيع عزام ） 

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 عادل بن فاخورجي كمال ） 

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 جمعة محمد بن رحمة الدين جمال محمد ） 

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 القادر عبد بن سمسوم محمد ） 

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 

كامل محمد بن كيالي صفوان محمد ） 

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 مناف محمد 

ابراهيم بن عيسى سيد ） 

21) ムスタファー・マンドゥーラ・ブン・ムハンマド（Muṣṭafā Mandūra bn Muḥammad محمد بن مندورة مصطفى ） 

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 وجيه محمد بنت اجبارة وهيبة ） 

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 صالح محمد بن عبيد ياسر ） 
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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 محمد بنت جبيرو امينة ） 

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 راجي محمد بنت قدو ايمان ） 

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

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

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 اسعد بنت جوهر شعبان عبير ） 

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 امجد بن شعار الدين عالء ） 

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

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

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 شريف محمد بن التوك محمد ） 

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 شفيق بن جاروخ رشيد محمد ） 

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 حسن بن السليم رضوان محمد ） 

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 قوصرة علي محمد 

الحميد عبد بن ） 

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 خالد بن بكرو وائل محمد ） 

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 اللطيف عبد بن مناع مصطفى ） 

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 عبد بن علي الشيخ حمد ） 

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

3) ハイルッラー・グマイス・ブン・ナージー（Khayr Allāh al-Ghumays bn Nājī ناجي بن الغميس هللا خير ） 

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

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

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

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

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 محمد بن الحماده الباقي عبد ） 

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 محمد بن العطية الرزاق عبد ） 

10) アブドゥッラー・ターハー・ブン・イーサー（‘Abd Allāh Ṭāhā bn ‘Īsā عيسى بن طه هللا عبد ） 

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 الكريم عبد بن خاجو عدنان ） 

12) アリー・フサイン・ブン・ムハンマド（‘Alī Ḥusayn bn Muḥammad محمد بن حسين علي ） 

13) アウダ・アリー・ブン・シャアバーン（‘Awda ‘Alī bn Sha‘bān شعبان بن علي عودة ） 

14) ガーズィー・ハラフ・ブン・フサイン（Ghāzī Khalaf bn Ḥusayn حسين بن خلف غازي ） 

15) ファイサル・ワルディー・ブン・ウバイド（Fayṣal al-Wardī bn ‘Ubayd عبيد بن الوردي فيصل ） 

16) ムハンマド・バクル・ブン・フドル（Muḥammad Bakr bn Khuḍr خضر بن بكر محمد ） 

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 بن عيسى علي محمد 

الرحمن عبد ） 

18) ムスタファー・ファラフー・ブン・アリー（Muṣṭafā Faraḥū bn ‘Alī علي بن فرحو مصطفى ） 

19) ワーイル・バクルー・ブン・アフマド（Wā’il Bakrū bn Aḥmad احمد بن بكرو وائل ） 

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 اسعد بن البراك احمد ） 

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

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 ذيبان بنت النبهان داليا ） 

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 سعيد محمد بن علو رضوان ） 

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 المحمد الرزاق عبد 

هللا عبد بن ） 

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

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

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 هللا عبد بن الصويلح ياسر ） 

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

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 معين بن الضللي ابراهيم ） 

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

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 الدخيل سلوم اياد 

الرحمن عبد بن ） 

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 تحسين محمد بنت المحمد العبد انتصار ） 

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

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

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

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 ممدوح محمد بن منديل رائد ） 

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

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 صالح بنت عبيد حاج رشا ） 

11) サミール・ハイユー・ブン・ワリード（Samīr al-Ḥayyū bn Walīd وليد بن الحيو سمير ） 

12) スブヒー・フライフ・ブン・アスワド（Ṣubḥī al-Furayḥ bn Aswad اسود بن الفريح صبحي ） 

13) ターハー・ハラフ・ブン・アブド（Ṭāhā Khalaf bn ‘Abd عبد بن خلف طه ） 

14) ファーディー・トゥウマ・ブン・ズハイリー（Fādī Ṭu‘ma bn Zuhayr زهير بن طعمه فادي ） 

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 يونس بنت العباسي فاطمة ） 

16) フィラース・スィヤーウィー・ブン・ジハード（Firās al-Siyāwī bn Jihād جهاد بن السياوي فراس ） 

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 جورج بنت قصار كارولين ） 

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 رامز بن الحميدي احمد محمد ） 

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 خالد بن الشاهر الحسين محمد ） 

20) ムハンマド・ハムダーン・ブン・ムスタファー（Muḥammad al-Ḥamdān bn Muṣṭafā مصطفى بن الحمدان محمد ） 

21) ムハンマド・タラブ・ブン・ハミード（Muḥammad al-Ṭalabbn Ḥamīd حميد بن الطلب محمد ） 

22) ムハンマド・フライフ・ブン・アスワド（Muḥammad al-Furayḥ bn Aswad أسود بن الفريح محمد ） 

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 شاكر بن المفتي رضوان محمد ） 

24) マンスール・アスアド・ブン・アリー（Manṣūr al-As‘ad bn ‘Alī علي بن االسعد منصور ） 

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 بن راجي هواري 

الدين تاج محمد ） 
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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 خلف بن الحماده ياسين ） 

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 

صافي محمد بن االسماعيل االحمد احمد ） 

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 الجبار عبد بن الحسين احمد ） 

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

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

5) タミーム・ターハー・ブン・ヤースィーン（Tamīm al-Ṭāhā bn Yāsīn ياسين بن الطه تميم ） 

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 محمد بن هللا العبد جاسم ） 

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

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

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 العلي حميد بن الخريط زاهر ） 

10) ズハイリー・シハーブ・ブン・マルイー（Zuhayr al-Shihāb bn Mar‘ī مرعي بن الشهاب زهير ） 

11) サーミル・サーフ・ブン・ムハイディー（Sāmir al-Ṣāḥ bn Muhaydī مهيدي بن الصاح سامر ） 

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 سمير 

االحمد الرحمن عبد بن االسماعيل ） 

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 صالح بن العفيس الحكيم عبد ） 

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 يونس بن الشيخ الحميد عبد ） 

15) ガッサーン・ハンムード・ブン・ヤースィーン（Ghassān Ḥammūd bn Yāsīn ياسين بن حمود غسان ） 

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 الدين عالء بن عمير الحاج فهد ） 

17) クサイ・アフマド・ブン・マナーフ（Quṣay al-Aḥmad bn Manāf مناف بن االحمد قصي ） 

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 رجب بن طحطوح الحاج لؤي ） 

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 بن الشكال امين محمد 

 （ابراهيم

20) ムハンマド・ダーミン・ブン・アフマド（Muḥammad al-Ḍāmin bn Aḥmad احمد بن الضامن محمد ） 

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 ممدوح بن الضللي معاوية ） 

22) ナダー・ムハンマド・ビント・アブド（Nadā al-Muḥammad Bint ‘Abd عبد بنت المحمد ندى ） 

23) ワーイル・マスィーフ・ブン・ムハンマド（Wā’il al-Maṣīkh bn Muḥammad محمد بن المصيخ وائل ） 

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 عنود بن المحمد الجرو وهاب ） 

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 حسن بن عباس بسام ） 

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

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

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

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 ابراهيم بنت قموزي راميه ） 

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 محمد بن حمزة الناصر عبد ） 

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

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

10) ムハンマド・イブラーヒーム・ブン・カーミル（Muḥammad Ibrāhīm bn Kāmil كامل بن ابراهيم محمد ） 

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 الحي عبد بن المحمد محمد ） 

12) ムハンマド・ザイン・ブン・ハーリド（Muḥammad Zayn bn Khālid خالد بن زين محمد ） 

13) ムハンマド・ニウマーン・ブン・ハビーブ（Muḥammad Ni‘mān bn Ḥabīb حبيب بن نعمان محمد ） 

14) ナージー・スムーア・ブン・ムハンマド（Nājī Ṣumū‘a bn Muḥammad محمد بن صموعة ناجي ） 

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 خالد بن ابراهيم احمد ） 

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

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 معال جحا بشار 

الكريم عبد بن ） 

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

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

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

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

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

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

10) アリー・サアド・ブン・ムスタファー（‘Alī Sa‘d bn Muṣṭafā مصطفى بن سعد علي ） 

11) ガーズィー・シャマー・ブン・イスマーイール（Ghāzī Shamā bn Ismā‘īl اسماعيل بن شما غازي ） 

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 

الرحمن عبد سمير بن حداد ） 

13) ワスィーム・ラフール・ブン・イリヤース（Wasīm Rafūl bn Iliyās الياس بن رفول وسيم ） 

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 خضر بن المرشد احمد ） 

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 مصطفى بن الدهام ابراهيم ） 

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

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 اسماعيل بن طحطوح الحاج احمد ） 

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

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

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

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

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

10) サミーハ・サーリフ・ビント・ターリク（Samīḥa al-Ṣāliḥ Bint Ṭāriq طارق بنت الصالح سميحة ） 

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 محمد بن علي الشيخ طالل ） 

12) アブド・ムーサー・ブン・ヒバール（‘Abd al-Mūsā bn Hibāl هبال بن الموسى عبد ） 

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 الرحمن عبد 

مصطفى بن النجم عبد ） 

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 حسين بن البليبل الودود عبد ） 
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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 ابراهيم بن الحمود علي ） 

16) アリー・アッサーフ・ブン・イブラーヒーム（‘Alī al-‘Assāf bn Ibrāhīm ابراهيم بن العساف علي ） 

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 

محمد بن هللا العبد المحمد محرم ） 

18) ムハンマド・シャイフ・ブン・カドルー（Muḥammad al-Shayhk bn Kadrū كدرو بن الشيخ محمد ） 

19) ムハンマド・アワド・ブン・ムハイミド（Muḥammad al-‘Awaḍ bn Muḥaymid محيمد بن العوض محمد ） 

20) ムハンマド・ハビーブ・ブン・ジュナイド（Muḥammad Ḥabīb bn Junayd جنيد بن حبيب محمد ） 

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 عبدو بن الرجب المحمد رضوان محمد ） 

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 بن حرير صالح محمد 

السالم عبد ） 

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 نور محمد 

الغني عبد بن شاشان ） 

24) ムスタファー・ハラフ・ブン・シャリーフ（Muṣṭafā Khalaf bn Sharīf شريف بن خلف مصطفى ） 

25) ムナー・サッバーカ・ビント・アブドゥッラー（Mūsā Sabbāka Bint ‘Abd Allāh هللا عبد بنت سباكه منى ） 

26) ムーサー・ジャッファール・ブン・アリー（Mūsā al-Jaffāl bn ‘Alī علي بن الجفال موسى ） 

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 حسين بن الغني العبد ابراهيم ） 

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 علوش بن العلوش ابراهيم ） 

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 عبود بن الموح مصطفى ابراهيم ） 

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 الحاج الدين جمال 

مصطفى بن صالح ） 

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

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

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 احمد بن العلكان طه شيخ ） 

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 الفتاح عبد بنت الحاج شيرهان ） 

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

10) アブドゥルフサイン・ブン・アフマド（‘Abd al-Ḥusayn bn Aḥmad احمد بن الحسين عبد ） 

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 صالح بن الثامر الرزاق عبد ） 

12) アドナーン・アフマド・ブン・フサイン（‘Adnān al-Aḥmad bn Ḥusayn حسين بن االحمد عدنان ） 

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 العزيز عبد بن سالمة عدنان ） 

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 احمد بن السعيد الخلف عمار ） 

15) アンマール・ファーリス・ブン・アフマド（‘Ammār Fāris bn Aḥmad احمد بن فارس عمار ） 

16) ファーイド・アブー・ハイフ・ブン・アフマド（Fā’id Abū Hayf bn Aḥmad احمد بن هيف أبو فائد ） 

17) カイス・ハマーダ・ブン・ハリール（Qays al-Ḥamāda bn Khalīl خليل بن الحمادة قيس ） 

18) フムスィン・ラッハール・ブン・アリー（Muḥsin al-Raḥḥāl bn ‘Alī علي بن الرحال محسن ） 

19) ムハンマド・ハミーディー・ブン・ラマダーン（Muḥammad al-Ḥamīdī bn Ramaḍān رمضان بن الحميدي محمد ） 

20) ムハンマド・ユースフ・ブン・ファラジュ（Muḥammad al-Yūsuf bn Faraj فرج بن اليوسف محمد ） 

21) マフムード・ダンダル・ブン・ジャースィム（Maḥmūd al-Dandal bn Jāsim جاسم بن الدندل محمود ） 

22) マフムード・ムスリム・ブン・マカリー（Maḥmūd Muslim bn Makarī مكري بن مسلم محمود ） 

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 العظيم عبد بنت العجيلي مزنه ） 

24) ヒシャーム・アフマド・ブン・スライマーン（Hishām al-Aḥmad bn Sulaymān سليمان بن االحمد هشام ） 
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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 شحادة بن العمري امين ） 

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 هللا عطا بن نبوت ابو جهاد ） 

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

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

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 سلمان بن عراج ابو سامر ） 

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

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

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

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

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 الدين عماد بن الحمادي محمد ） 

11) ムスタファー・ウルーワ・ブン・ハサン（Muṣṭafā ‘Ulūwa bn Ḥasan حسن بن علوه مصطفى ） 

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 فرحان بن السويدان منصور ） 

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 جمال بنت المسالمة اجليل وعد ） 

第 2 部門 

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

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

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

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

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

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 محمد بن نبوت ابو قاسم ） 

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

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

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

10) マージド・スワイダーン・ブン・ファッラーフ（Mājid al-Suwaydān bn Fallāḥ فالح بن السويدان ماجد ） 

11) ムハンマド・ガズラーン・ブン・サリーム（Muḥammad Ghazlān bn Salīm سليم بن غزالن محمد ） 

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 محمد بنت السويدان نادين ） 

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 محمد بن اشتي ابراهيم ） 

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

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

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

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

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 توفيق بن سعدة ابو سامر ） 

7) スライマーン・ニムル・ブン・ナーイフ（Sulaymān al-Nimr bn Nāyif نايف بن النمر سليمان ） 
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8) シュカイブ・ラドワーン・ブン・ワフバ（Shukayb Raḍwān bn Wahba وهبة بن رضوان شكيب ） 

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

10) イマード・ナイーム・ブン・ジャミール（‘ Imād Na‘īm bn Jamīl جميل بن نعيم عماد ） 

11) リーナー・ハートゥーム・ビント・スライマーン（Līnā Ḥāṭūm Bint Sulaymān سليمان بنت حاطوم لينا ） 

12) ナスル・アブー・ハッラー・ブン・サルマーン（Naṣr Abū Ḥallā bn Salmān سلمان بن حال ابو نصر ） 

13) ハイサム・ハーティム・ブン・サルマーン（Haytham Ḥātim bn Salmān سلمان بن حاتم هيثم ） 

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 السالم عبد بن سرايا اديب ） 

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

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 يوسف بن العشعوش توفيق ） 

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

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

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

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 هاني بن االطرش الدين عماد ） 

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

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 نايف بن البدعيش فوزي ） 

10) ファイサル・バールーキー・ブン・ファフド（Fayṣal al-Barūkī bn Fahd فهد بن الباروكي فيصل ） 

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 فوزي بن الشعار فيصل ） 

12) ナースィル・ナイーム・ブン・ガーリブ（Nāṣir Na‘īm bn Ghālib غالب بن نعيم ناصر .） 


