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このために無関心：少女は、メディアを無視して2台の車の通
行人を粉砕！ （写真）
テキスト
2011年10月16日上15:06

ソース： 北方网

今日のハイライト
海南航空のフライトは、時
間を待っている乗客の何百
もの遅れていた
三新しい高層香の丘の隣
のアパート、最寄の場所
5cm未満... [ もっと ]
国家試験への税制は、"大"大賞は、今すぐ申し込む
今日の歴史の中で：10月17日最後の皇帝溥儀1967
年死亡
乗組員のメコンの犠牲者の家族が帰国していない彼
女の母親は、ハローが残って叫んだ。
温州"妻の賭博のグループ"警察と無人島の契約上
のチャーター賭け

捜狐ビデオ | HD映画とテレビ
泰若星球
検索する

機械的換気によるリトル越越は、看護婦は言った、"彼女の体の冷たい"陽城のイブニングニュースの記者は彼女をCaihong

雲南クロムスラグダンプ
サイトは、癌の村です。

人間の幸福、どこにこのような？ ！ 17:30 10月13日に徐、佛山市南海Huangqi Guangfoのハードウェア

巨大な妖精の花168列

で発生した悲劇：路地を歩いてわずか2歳のメスTongxiao越越は、数分後、バンが二回ロールバックされ

Puの傑は、インサイダー
リリース竜を破った

ました小型トラックにひか。 とが困難理解しやすくすることですその7分以内に女の子にも彼らの手に通行
人スルー周りダース、。 最後に、小規模なピッキングまでゴミ越越の叔母は、縁石にホールドし、彼女の母
親を見つけるために。 越越は今近くに脳死に広州軍区総合病院の集中治療室、脳幹反射、の小さな軍隊

ジョークのドアのCCTVの
アンカーを追加します。

子どもの生活を嚥下恐怖
のpythonの写真

である。
15夜、記者は監視ビデオの事件を見た。 午前17時26分同日、路地を再生するハードウェア越越の小都

姉妹クラブは怖いメイクア
ップリムーバーです。

市、道路を歩いて人。 この時点で、徐々に運転した白いバンの前で、同じような女の子を見ていない、加
速し始め、そしてホイール越越の右側に小さな音量、若いヒップ越越が食い込む。 ヴァンは、ガスを踏ん
だ後、一時停止、後輪は再び小さな越越の体上で動作します。 他の二人の少女、ものをと周りを見回し
た、遅くていませんでした。10秒後、3ここを通して通行人によって、周りの女の子の側から一人の男は、そ

モンスター半人半犬スト
リートJingxian

れを見た。 続いて、小型トラックは、プルアップし、右前部と後輪が小さい越越の二本の足の上で動作す

アクティブオフ- FU黄露出
詳細
王鴻温に対する抵抗逮捕
のための狂気
自分自身ギャングオブフ
ォー駐留横領者のための
上海

る、通常のように表示されませんでした。 数分後、そこに4つの電気自動車、三輪車や通行人までの3（女
性は5歳の女の子について率いる）が、それらはただ、見て救いの手を貸していない、ない電話は呼び出し

毛沢東の死遺書初回暴
露

ません助けを。 沿道の店やビューつの外誰も。
午後05時33分、彼女を持ち上げしようと、小さな越越の横にあるゴミを拾って後に叔母が、小さな越越が

車で子犬のミルを2回ロー
ルバックが、無傷で

今日捜狐フォーカスをクリック

突然崩壊した。 店の横にある小さな通りに保持するために越越叔母は、プロパガンダ（ビデオサウンドな

特定の計画の革命

し）を聞いているようだが、誰も出てきたない。 彼の叔母は、路地に行った後、数秒後、若い女性が現れ

革命の100周年：この期間
では、中国人は、何が起こ

た、ままに急いで、小さな越越をピックアップ。 記者は女性が小さな越越の母親であることを学んだ、彼女

ったのか？ [ もっと ]

の娘はすぐに病院に急いだ。
13、佛山越越の手術の小さな病院、ヘッドカバーの骨の除去、および広州軍区の陸軍総合病院、集中治
療室への同じ日に、ない重大な段階をそこに渡されます。

道路の数字： 3600万保証住宅の建設へ！
ブロック上の捜狐は： "国立ボーの結婚式、"ベール
をオフに設定
今日クリック： ローンの最初のスイートは、銀行の略
奪を"金利を引き上げ
捜狐菅もの： 乞食が単語を探していた、金は最終的
に輝いていた
世界観： C言語の父- Dennis Ritchie氏：技術的な男
性の世界を変える

ホットトピッ
ク
• 中国の乗組員は、タイで殺害された リビアの状況
• 共産党大会の第六全体会議 、作られたフライング
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Leopardの戦闘機のクラッシュ

捜狐ブログ熱い

ファイブスター刑務所：そ

ローリングのために知ら

のような休暇のような刑

れている少女を救うため

務所

に疑われる

飲酒運転のクラッシュthree高齢者ドライバーは、許し
のChangguiを追求する余裕がない
Appleの携帯電話の10％未満であるとアメリカの大学
生
"70億"撮影オフ競争で収集したマイクロブロギング
地獄を支払う自由から淘宝網の嵐の天国？

道を歩いて少し越越
· ほとんどの労働者はコテージバフ
ェット吸引をしたい
· 創立者は、"チョークの男"フォント
の著作権締結
72 ℃年に一人で墓に葬ら日本のベテランは遠慮しま
す
· 購入に関するゼラチンと"毛主席"の写真
詳細>>

捜狐コミュニティホットな話題
兄にはあまりにも多くの胆
汁を持っていること
悲劇はそれで撃墜された...
...

世界を見るためにレンズ | ボードゲームをプレイマレ
ーシアの若者たちはそれクレイジーショー
世界を見てレンズ | ゴージャスが空にいる杭州のモ
ーターショーのモデル（図）
最初の車は、ロールオーバ

世界を見るためにレンズ | 当ホテルは実際にこれを
発見！ 注意するオープンハウス
非-クロニクル | どのように多くの大学教員の教授白
Tianshiは夜に獣です。

ゴシップ

センチメンタル16歳の劉

八尾第1の露光フルート

燕趙

の髪のボーイフレンド

翔呂白い肌の深い溝

陳ハオ魅力的な主婦の
変更

ごみを拾う叔母は小さな越越をピックアップ
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病院に向かって子を保持している母親

今日のニュース
医者：
傷が付かないように越越は、少し難しい
ICU再、陽澄イブニングニュースの記者が広州軍区の陸軍総合病院に行って、10:00 10月16日：陽城のイ
ブニングニュースの特派員は、その黄ポー平原報告
見て集中治療室の患者、小さな越越ヘッド膿瘍、機械的な換気、昇圧薬によって維持される血圧による。
これまで35℃で測定された彼女の体温の後に看護師、当直看護師は、"彼女の体の寒さを"と述べた。
広州軍区の陸軍総合病院は、ICU集中治療ユニット副Renwen江越越は現在小さな脳である陸軍総合病
院、怪我が根本的に変更されていない、病院の診断、に第十四かそこらの13:30時からその小さな越越を
述べてヘルニアは、右大腿骨頭の骨折、複数の全身組織の損傷、昏睡のような暗闇の真ん中を形成して
いる。
温強が、越越の状況が近い脳死への人工呼吸器アシスト呼吸まだ、脳幹反射、のために必要な、治療を
強化するために小さな、過去数日間については楽観ではない、一日あたりの医療費5000元、小越越は、
サポートするために、過去に比べて難しいです。 温強を、言った："今の病院は、まだ脳死を確認していま
せん、時間の期間を観察する必要がある、予後は、生存のより少ないチャンス、楽観的な見積もりではな
い。"
←このような寒さを見て人々

その後、白人男性、暗いズボン、周りを見回した、少し越越を見ているよう、越越の足と子供の頃からその
まままっすぐに行った：最初の人物。
二人目：オートバイの男性、小さな越越の前に横たわって、彼は負傷者約曲線上、下に見えた。
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第三：明るい色の長袖の服、男性、監視の範囲内とは、小さな越越を見つめ、しかし遠ざかって子供から行くされています

四人：ドアを通って店からの横三輪車青男性、後のトランクオープンは二回、小越越から2mに見て見ぬふりをする。 小越
越を見て、再び赤の男を過ぎて運転した後、停止していない

5人目：三輪車を踏んで後にブルーマン

シックスマン：オートバイの後に別の男
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七人：黒の男バイクを通じては、常に小さな越越に振り返る

八人：黄色の後で少女と中年の女性が、視線は停止していない

九人：オートバイのレインコートの後の男
十人：アクションなし外奇妙な目に加えて、二回程度の小さな越越の前後に青い半袖の服を着た男、
限り、私の娘が良く得ることができるよう
パーティの対話
記者は、監視ビデオを表示したときに彼女の娘を見てベッドの上に、越越の父と母はKugan涙を持ってい
た、越越王の父は彼女の娘がシーンをノックダウンされて見て、静かに密かに涙側に行きました。 王氏は
涙を窒息、記者団に対し、彼らは"私の娘が良くなることができる限り。"、今何を望んでいない
王氏は、わずか数ヶ月、今年小さな越越の幼稚園に言った、彼女は素早く、7歳の弟を持っています。 5
時半ごろの日に、小さな越越はと遊ぶのが彼の兄と一緒に学校から帰ってきた。 "息子は私の母は小さ
な越越が密かに使い果たした期待衣服の上の階を、受けていた、プレイに出かけた。" 王氏は、小規模な
越越の年齢の遊び仲間が近く、彼女は通常単独で生活し、しばしば事件のセクションに一人で旅行するこ
とだ。 結果として、わずか100メートル事故の家から。
王氏は、小さな越越の一時的な医療費を進めるために親戚や友人から5万元を借りて、彼は言った："私は
メディアがドライバを見つけるのを助けることができるが、コミュニティの貢献を必要としていないことを望み
ます。"
記者第二のヒットとランドライバーが逮捕されていることを学んだが、それでも大の最初のドライバー。
今日、排他的
フローティング疑われるドライバー
ちょうどお金が降伏しないだろう失うしたい
- 陽澄のイブニングニュースの記者は、この朝にノックダウン、小さな排他接続越越のは、最初にバンのド
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- 他は言った："あなたは人を襲ったとして、あなたが実行するために！""私はただお金の悩みを付与す
る、降伏しない"！
- リトル越越の父はでヒットをキャッチし、実行するための手がかりを提供するために証人を求めて
人々に影響を与えるリトル越越の悲劇：陽澄イブニングニュースレポーター徐陳、仲Chuanfangは、周ソン
グを報告した。 今朝、小さな越越のドライバ経由で最初に実行することを認めた陽城のイブニングニュー
スの記者との排他的な対話、の電話で男。 午前8時30分かそこら、外国語訛りで、小さな男は突然彼の父
越越王を呼び出し、男が携帯電話上にある、彼はドライバーと言ったが、彼は唯一の調達家族に金銭的
補償を与えるために、降伏を拒否した。 この提案はすぐに厳しく拒否不合理な王氏と会談した。
リトル越越の父、最寄りの交通警察隊ダリを発見した直後にハングアップするが、不満は艦隊の事務所に
ドアを開けていません。 王氏は、良い面を感じ、責任を負うことができる彼は、今だけの子供が良くなった
ことを願って、ドライバをヒットして実行することを記者団に語った。
陽澄のイブニングニュースの記者が電話を最初にダイヤルし、ドライバーの電話番号に疑われている。 電
話機のディスプレイ、西安から他の信号。 4つの直接対話において、人間のパニックのトーン、抑揚軽薄。
繰り返し問う記者の顔で、男は彼の事件は、携帯電話である入院と、言った、"彼女は少し良い散歩を取
れば、どのように彼女を打つだろうか？... ...この人のために変更する圧力は、実行されます。" 男はまた、
妻と子どもたち北逃げたと、彼は降伏しないだろうとすぐに電話カードを失うと述べた。 第四の対話では、
他のは残虐行為のための明白な自責の念を示していない！
現在、警察は小さな越越のドライバを介して実行される2台の車を追求しています。 しかし、最初に重大な
事故、車両登録の監視ビデオが反射だけ画面から判断することができる見ることができない、ドライバー
は中年の男性でなければなりません。 リトル越越の父は、証人がヒットをキャッチし、それらを実行するた
めの手がかりを提供したいと考えました。
対話を記録する
電話中に運転Zhaohuo
陽澄イブニングニュース：あなたが小さな越越のドライバをノックダウンされていない？
疑いのある加害者は：私はしたくない、私はちょうど運転してる。
陽澄イブニングニュース：なぜ、あなたが父親を呼ぶのですか？
疑いのある加害者：私はと呼ばれる事件の時は、子供の前で見ていない。
陽澄イブニングニュース：ダウン何のバンあなたの後に理由をストップし、あなたがそのヒットの人々を知っ
ている？
疑いのある加害者：私が知っている人々ノックダウン、しかし私は恐れていた。 あなたの人々のために変
更する圧力は、あなたが実行されます。
陽澄イブニングニュース：あなたが良心それをしない？ 保存するためにすぐに分からないのですか？
疑いのある加害者：私は本当に怖い、私はちょうど運転してる。
陽澄イブニングニュース：あなたが何年の車を運転？ ヒットの犯罪とは、素晴らしい実行することを知らな
いのか？
疑いのある加害者：私は二年以上運転した。 誰がミスを犯していない。 あなたを見ることができる、その
子が歩く、彼女は、どのように私は彼女を打つことができれば少し良く歩いて行く。
陽澄イブニングニュース：何が貨物ボード上でしたか？ 重量は重くはない？
疑いのある加害者は：在庫あり、私はスロットルを増加した。
陽澄イブニングニュース：希望の問題を解決する方法？
加害者の疑いがある：私は彼らにいくつかのお金を与えたいと思う、私が先に来したくない。
陽澄イブニングニュース：あなたが今どこですか？ 西安ではありませんか？
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疑いのある加害者：いいえ...私は明日西安にしない、と今日の私は行くために北米に出かける。
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穿越2012,和心目中的偶像面对面
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陽澄イブニングニュース：警察はあなたをキャッチし、迅速にそれを手渡すことを最寄の警察署を見つけら
れませんでしたが！
疑いのある加害者：私は降伏しませんが、私は怖い！
陽澄イブニングニュース：恐怖は無用である、降伏があなたを救う唯一の手段です。
疑いのある加害者：私は知らないが、私は知らない、私は私の友人の次に依頼する必要があります。 （そ
の後、彼はハングアップ）
広西チワン族自治区から妻と子供を拾っている
（約20分後、記者は再び疑われるドライバーを呼び出します。）
陽澄イブニングニュース：降伏する意思があるか？
疑いのある加害者：いいえ、私は私の友人が妻を取ったし、子供たちは、広西チワン族自治区から来た。
私は私を知らない人、動作するようにサイトを見つけるの後。
陽澄イブニングニュース：あなたがそのような生活を避けるためにしますか？
疑いのある加害者：私は恐れて、私は意図的ではなかった。 誰がミスをしなかった？ 私はまた、14歳の妻
と子供たち、息子を持っていると私、彼らはまた、学生が住んでいない。
イブニングニュースを陽澄：障害が責任を負う必要があります後は、また子供を持って、あなたは子供の感
情の他の親とは思わない？
疑いのある加害者：何があるということ？
30年間警察に対処しようとして
（約15分後に、レポーターは、お互いを熱心に勧める、三度目に彼自身を回した。）
疑いのある加害者：私は食べて数日間食べることができなかった、とヒットの人々が、私は私を凝視し、そ
して落ち着き、毎日のように感じる。
イブニングニュースを陽澄：あなたを捕まえる警察を心配しないでください？
疑いのある加害者：私はどのように彼らが私をつかまえることができる、降伏を決してでしょうか？ 私は誰
にも言うことはありません、私はわずか数ドルが存在するとカードを使用する、としていないにもテレフォン
カードは、私はそれを離れて置くだろうことができなかった、わずか徒歩。
陽澄イブニングニュース：あなたの奥さんと子供たちがこの事を知っている？
疑いのある加害者：彼らは知らないが、私は自分の良いのを恐れ、それらを心配させたくない、それを言
わなかった。
陽澄イブニングニュース：あなたが今どのように感じるように？
疑いのある加害者：悲しいああ、ハハ... ...
陽澄イブニングニュース：あなたが笑っていますか？
疑いのある加害者：これは笑顔です。 あなたが感じると目に見えない体験どれだけ私がストレス。 単語、
恐怖！ とにかく、非表示に非表示にできるように、我々はわずか数年後、私は、30年のために別の物を
30年以上持っている見つけるために、いくつかの殺人者にしている、私は老衰で死ぬ。 このことは、上に
はない？ 私はそれらの警察官に対処する能力を持って、私はすべてのそのお金を稼ぐしない、郊外に隠
れ、大都会の後に行くことはありません。
陽澄イブニングニュース：あなたが自分の子供を参照してください今なら、あなたが小さな女の子でノックダ
ウンされては考えられないだろうか？
疑いのある加害者：私は彼女がやって考えて、彼女は私の子ではない。
（第四後の記者は、お互いに連絡してください。）

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ja&ie=UTF8&rurl=translate.go... 2011/10/17

このために無関心：少女は、メディアを無視して2台の車の通行人を粉砕！ （写真） -... 8/8 ページ

通行证帐号/手机号
穿越2012,和心目中的偶像面对面
搜狐微博
应用
相册
博客
邮件
我的搜狐

登录

注册

陽澄イブニングニュース：どのように負傷した家族の損失の補償をするのですか？
疑いのある加害者：私はああを失っている！ 私は、自宅で上司に伝えるために何かを給与を取得してい
ない、それは逝ってしまった。
著者：第四接触お互い後。 ソース陽澄イブニングニュース）
に共有する：

（編集：Newshoo）

◌ۣ ˵

ҵĿ

䣬 ý

ҡ

...

¼/ע

ホットスポットへの最近の注目
消せない指定

夏の恋人

7ムービー

新しいフェアプリンセス

ヤオはリタイア

2011年上海自動車ショー プライベートエクイティファ Gaoshourulin

ハッピーガール

労働者

ンド

ビジョンの捜狐大分野
国勢調査

2011年大学入学試験の解 母は中国のトップテン選定 コミュニティの業界の評判
答

貴州省のインターネットの 2011年大学入学エッセイ 2011年大学入試

2011年時への入り口
あなたは一つです

に移動

一覧2010年

世界大学ランキング

爆発

サイトマップ
スポーツセンター

捜狐 | ChinaRen | フォーカス不動産 | 17173 | Sogou

ワールドカ | 腕時計 | スケジュール | ビデオ |

ニュ

ップ

ース

写真
| ローリング | 兵士 | 会場 | コメント

32ニュース | ブラジル | スペイン | ドイツ | イタリ

| 軍事 | コミュニティ |
コメント

Sogou入力方法

ファンドのランキング

ーツ

ビデオの照会

薬の検索

フレーズ検索

IPクエリ

株式市場

トップMP3

病気のクエリ

写真

ウェブサイトDaquan

単語の翻訳

Sogouブラウザ

クエリーモデル

ナン ンド

ーテ ト | ミュージック | V

ス

イメン
ト

| フランス | アルゼンチン | オランダ |

車

イギリス
国際サッカ | プレミアリーグ | セリエA | リーガエス
ー

スポ | NBA | スーパー | S

ファイ | 株式 | マネー | ファ エンタ | 韓国のエンターテイメン

ア

| 車 | ホーム | セカンド ビデ | ポッドキャスト | 映画と
ハンド住宅

オの テレビ

女性 | 母子 | 花嫁 | コンス 教育 | 海外 | 勉強 | 英語

パニョーラ | 海外

テレーション

観光 | 天気 | 健康 | 食品と

| 転送 | チャンピオンズリーグ | ブンデ
スリーガ | ビッグロー

標大！

IT

グリーン

女性のコレクション

高速認識語彙

小説を読む

| デジタル | モバイル |
男性

BBS | 私は、いくつかの単語と
言う | 卒業生を

| それぞれのボールは反映されます | 最
もの毎日 | threeラインを

テレビ番組のガイド

飲料
文化 | 読み | オリジナル |

スポーツ放 | ゲームのハイライト | データ再生 | 目
送

ユーティリティ

ブロ

| サークル | E -メール | 上海 | 広東省

グ
ドラゴ | 鹿 | SMS | 着メロ | MMS
ン
Sogou | 入力 | マップ | 話す

ホームに設定 - Sogou入力方法 - 決済センター - 捜狐の募集 - 広告掲載 - カスタマーサービス - お問い合わせ - プライバシーポリシー - 捜狐情報 - 会社を
著作権© 2011 Sohu.com株式会社すべての権利予約。捜狐著作権
詳細は動画でおパートナーズE -メールを呼び出し： ロードジグザグの動き

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ja&ie=UTF8&rurl=translate.go... 2011/10/17

