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パン パイン スパナ かんぱい らっぱ はっぱ 1.失敗したあんパンはすっぱくなった。

パパ パック あんぱん すっぱい かっぱ すきっぱ 2.連覇を目指したしたカッパは全敗だった。

パイ パソコン てっぱん ぜんぱん リンパ スリッパ 3.パパはパチンコで失敗した。

パセリ パチンコ しっぱい しんぱい れんぱ おおざっぱ 4.フライパンで作ったパエリアにパセリをのせる。

ピン ピンク えんぴつ しんぴん さんぴ しんぴ 5.このレシピのピザはピーマンをいっぱい使う。

ピザ ピアス きんぴら カピバラ オカピ だっぴ 6.実費で買った新品のピアスを返品する。

ピアノ ピストル へんぴん トピック はっぴ ミシシッピ 7.ピアニストの生年月日をぴったり当てる。

ピカソ ピスタチオ アピール オリンピック レシピ ねんがっぴ 8.ピンクのぴかぴか光るピンをつける。

プロ プロペラ きんぷん ハプニング きっぷ チップ ９．プロ野球のハプニングをリプレイする。

プリン プリント ソプラノ ヘリコプター ランプ イソップ 10.カップに入ったプリンをスプーンで食べる。

プラス プリンセス リプレイ アプローチ しんぷ キャンプ 11.プリンスはプリンセスにチューリップを贈った。

プリンス プレゼント エプロン カプセル カップ ケチャップ 12.新婦へのプレゼントはエプロンにした。

ペン ペット はんぺん だんぺん ほっぺ ルーペ 13.完璧なペースでコンペの準備を進める。

ペア ペリカン いっぺん カシオペア しっぺ フラッペ 14.ペアのペンギンはいっぺんに飛び込む。

ペンキ ペンギン がっぺい こんぺいとう もんぺ カナッペ 15.ペットのペリカンにほっぺをつつかれる。

ペース ペガサス かんぺき ボールペン コンペ いなかっぺ 16.ペンキでペガサスとカシオペア座の絵を描いた。

ポット ポーズ アポロ かっぽう ルポ さんぽ 17.日本のサポートは進歩している。

ポスト ポンプ サポート レポート しんぽ たんぽぽ 18.散歩で6本のたんぽぽを見つけた。

ポトフ ポーチ スポーツ にっぽん いっぽ ゆたんぽ 19.ポトフも八宝菜も空っぽになった。

ポール ポイント てっぽう はっぽうさい たんぽ からっぽ 20.ポスター撮影で、スポーツ選手がポーズをとる。
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パン パイン スパナ 乾杯 らっぱ 葉っぱ 1.失敗したあんパンはすっぱくなった。

パパ パック あんぱん すっぱい かっぱ すきっぱ 2.連覇を目指したしたカッパは全敗だった。

パイ パソコン 鉄板 全般 リンパ スリッパ 3.パパはパチンコで失敗した。

パセリ パチンコ 失敗 心配 連覇 おおざっぱ 4.フライパンで作ったパエリアにパセリをのせる。

ピン ピンク 鉛筆 新品 賛否 神秘 5.このレシピのピザはピーマンをいっぱい使う。

ピザ ピアス きんぴら カピバラ オカピ 脱皮 6.実費で買った新品のピアスを返品する。

ピアノ ピストル 返品 トピック はっぴ ミシシッピ 7.ピアニストの生年月日をぴったり当てる。

ピカソ ピスタチオ アピール オリンピック レシピ 年月日 8.ピンクのぴかぴか光るピンをつける。

プロ プロペラ 金粉 ハプニング 切符 チップ ９．プロ野球のハプニングをリプレイする。

プリン プリント ソプラノ ヘリコプター ランプ イソップ 10.カップに入ったプリンをスプーンで食べる。

プラス プリンセス リプレイ アプローチ 新婦 キャンプ 11.プリンスはプリンセスにチューリップを贈った。

プリンス プレゼント エプロン カプセル カップ ケチャップ 12.新婦へのプレゼントはエプロンにした。

ペン ペット はんぺん 断片 ほっぺ ルーペ 13.完璧なペースでコンペの準備を進める。

ペア ペリカン 一片 カシオペア しっぺ フラッペ 14.ペアのペンギンはいっぺんに飛び込む。

ペンキ ペンギン 合併 金平糖 もんぺ カナッペ 15.ペットのペリカンにほっぺをつつかれる。

ペース ペガサス 完璧 ボールペン コンペ 田舎っぺ 16.ペンキでペガサスとカシオペア座の絵を描いた。

ポット ポーズ アポロ 割烹 ルポ 散歩 17.日本のサポートは進歩している。

ポスト ポンプ サポート レポート 進歩 たんぽぽ 18.散歩で6本のたんぽぽを見つけた。

ポトフ ポーチ スポーツ にっぽん 一歩 湯たんぽ 19.ポトフも八宝菜も空っぽになった。

ポール ポイント 鉄砲 八宝菜 担保 空っぽ 20.ポスター撮影で、スポーツ選手がポーズをとる。
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