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図版3　大屋敷C古墳群・大屋敷1号窯



大屋敷C古墳群・大屋敷1号窯　図版4

（上が東）



図版5　大屋敷C古墳群 C2・3号墳



C2号墳 大屋敷C古墳群　図版6



図版7　大屋敷C古墳群 C3号墳



C3号墳 大屋敷C古墳群　図版8



図版9　大屋敷C古墳群 1区土坑



大屋敷C古墳群　図版10

ブル〝

3区完掘状況（平成12年度）（南西より）



図版11大屋敷C古墳群
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大屋敷C古墳群　図版12



図版13　大屋敷C古墳群



C6・7・13・15号墳 大屋敷C古墳群　図版14



図版15　大屋敷C古墳群 C10号墳



Cl0号墳 大屋敷C古墳群　図版16



図版17　大屋敷C古墳群 C14号墳



C14号墳 大屋敷C古墳群　図版18



図版19　大屋敷C古墳群 C14・17号墳



C17号墳 大屋敷C古墳群　図版20



図版21大屋敷C古墳群 C17・18号墳



C18号墳 大屋敷C古墳群　図版22



図版23　大屋敷C古墳群 C18号墳



C18号墳 大屋敷C古墳群　図版24

3　大屋敷C18号墳基底石の状況（南より） 4　大屋敷Cl



図版25　大屋敷C古墳群 C19号墳



C19号墳 大屋敷C古墳群　図版26



図版27　大屋敷C古墳群 C19号墳



大屋敷C古墳群　図版28



図版29　大屋敷C古墳群 C19号墳



C19号墳 大屋敷C古墳群



図版31大屋敷C古墳群 C19号墳



C20号墳 大屋敷C古墳群　図版32



図版33　大屋敷C古墳群 C20号墳



C20号墳 大屋敷C古墳群



図版35　大屋敷C古墳群 C21号墳



C21号墳 大屋敷C古墳群　図版36



図版37　大屋敷C古墳群 C21号墳



C21号墳 大屋敷C古墳群



図版39　大屋敷C古墳群 C22号墳



C22号墳 大屋敷C古墳群　図版40





C22号墳 大屋敷C古墳群　図版42



図版43　大屋敷C古墳群 C23・24号墳



C24号墳 大屋敷C古墳群　図版44



図版45　大屋敷C古墳群 C24号墳



C25号墳 大屋敷C古墳群　図版46



図版47　大屋敷C古墳群 C26号墳



C26号墳 大屋敷C古墳群　図版48



図版49　大屋敷C古墳群 C27号墳



C27号墳 大屋敷C古墳群　図版50



図版51大屋敷C古墳群 C28号墳



C28・29号墳 大屋敷C古墳群　図版52



図版53　大屋敷C古墳群 C29号墳



C29号墳 大屋敷C古墳群　図版54



図版55　大屋敷C古墳群 C30号墳



C30号墳 大屋敷C古墳群　図版56



図版57　大屋敷C古墳群 C30号墳



C31号墳 大屋敷C古墳群



図版59　大屋敷C古墳群 C31号墳



C32号墳 大屋敷C古墳群　図版60



図版61大屋敷C古墳群 C33号墳



C33号墳 大屋敷C古墳群　図版62



図版63　大屋敷C古墳群 C33号墳



C34号墳 大屋敷C古墳群　図版64





C35号墳 大屋敷C古墳群　図版66



図版67　大屋敷C古墳群 C36号墳



C36号墳 大屋敷C古墳群　図版68



図版69　大屋敷C古墳群 C36号墳



C37号墳 大屋敷C古墳群　図版70



図版71大屋敷C古墳群 C38号墳



C38号墳 大屋敷C古墳群　図版72



図版73　大屋敷C古墳群 C39号墳



C39号墳 大屋敷C古墳群　図版74





C40・41号墳 大屋敷C古墳群



図版77　大屋敷C古墳群 C41号墳



C41・42号墳 大屋敷C古墳群



図版79　大屋敷C古墳群 C42号墳



C42号墳 大屋敷C古墳群　図版80



図版81大屋敷C古墳群 C42号墳





図版83　大屋敷C古墳群 C43号墳

4　大屋敷C43号填立柱石の状況（北より）



C43号墳 大屋敷C古墳群　図版84



C43号墳



C43号墳

㈱　ノ　　　　　　　　‾「「一題



図版87　大屋敷C古墳群 C43・44号墳



C45号墳 大屋敷C古墳群　図版88



図版89　大屋敷C古墳群 C45号墳



C45・46号墳 大屋敷C古墳群　図版90



図版91大屋敷C古墳群 C46号墳



C46号墳 大屋敷C古墳群



図版93　大屋敷C古墳群



C47号墳 大屋敷C古墳群　図版94



図版95　大屋敷C古墳群 C48号墳



C48号墳 大屋敷C古墳群　図版96



図版97　大屋敷C古墳群



C49号墳 大屋敷C古墳群　図版98



図版99　大屋敷C古墳群 C49・50号墳



C50号墳 大屋敷C古墳群　図版100





C50号墳 大屋敷C古墳群　図版102
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図版103　大屋敷C古墳群 C50号墳



C50号墳 大屋敷C古墳群



図版105　大屋敷C古墳群 C51号墳



C51号墳 大屋敷C古墳群　図版106



図版107　大屋敷C古墳群 C51号墳



C51・52号墳 大屋敷C古墳群　図版108



図版109　大屋敷C古墳群 C53号墳



C53号墳 大屋敷C古墳群　図版110



図版111大屋敷C古墳群 C53号墳



C54号墳 大屋敷C古墳群　図版112



図版113　大屋敷C古墳群 C54号墳



C54号墳・陥し穴 大屋敷C古墳群　図版114



図版115　大屋敷C古墳群 陥し穴・土坑



C2・3号墳 大屋敷C古墳群　図版116

1大屋敷C2号墳横穴式石室出土遺物

2　大屋敷C3号墳横穴式石室出土遺物



図版117　大屋敷C古墳群 C2・3号墳



C3・6・7号墳

大屋敷C3号墳横穴式石室出土遺物

大屋敷C7号墳周辺出土遺物

大屋敷C古墳群　図版118

大屋敷C6号墳周辺出土遺物

C6－21



図版119　大屋敷C古墳群 C8～14・17号墳

C17－48



C17・18号墳

大屋敷C18号墳周溝出土遺物

大屋敷C古墳群　図版120

59



図版121大屋敷C古墳群 C19号墳

大屋敷C19号墳周満出土遺物



C19号墳

87

90

大屋敷C古墳群　図版122



図版123　大屋敷C古墳群
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C19・20号墳 大屋敷C古墳群　図版124

1　大屋敷C19号墳横穴式石室出土遺物（集合）

2　大屋敷C20号墳横穴式石室出土遺物（集合）



図版125　大屋敷C古墳群 C20号墳

142～165



C21号墳

・こ与l・－l＿

大屋敷C21号墳横穴式石室出土遺物

大屋敷C21号墳墳丘出土遺物

大屋敷C古墳群　図版126



図版127　大屋敷C古墳群 C21号墳

大屋敷C21号墳横穴式石室出土遺物（集合）



C22号墳 大屋敷C古墳群　図版128

大屋敷C22号墳横穴式石室出土遺物（集合）



図版129　大屋敷C古墳群

191

C22号墳

192



C22号墳 大屋敷C古墳群　図版130



図版131大屋敷C古墳群

大屋敷C22号墳横穴式石室および基道出土遺物

C22号墳

大屋敷C22号墳横穴式石室および墓道出土遺物（杯類集合）



C24号墳 大屋敷C古墳群　図版132

大屋敷C24号墳横穴式石室および墓道出土遺物（集合）
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図版133　大屋敷C古墳群 C24～28号墳

C28－261



C28号墳 大屋敷C古墳群　図版134

大屋敷C28号墳墳丘および周溝出土遺物



図版135　大屋敷C古墳群
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C28・30号墳

C28－269



C30号墳

283

大屋敷C古墳群　図版136

280増戦

大屋敷C30号墳横穴式石室および芸道出土遺物（集合）



図版137　大屋敷C古墳群

285

C31号墳

大屋敷C31号墳石室・墳丘・周溝出土遺物

297

298　大屋敷C31号墳横穴式石室出土遺物（集合）



C33・36号墳 大屋敷C古墳群　図版138
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図版139　大屋敷C古墳群

大屋敷C36号墳横穴式石室出土遺物（集合）

C37－313

C36・37号墳

C37－314



C37号墳 大屋敷C古墳群　図版140

大屋敷C37号墳横穴式石室出土遺物（集合）
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図版141大屋敷C古墳群

大屋敷C37号墳横穴式石室出土壷瓶類

C37号墳



C37・38号墳

C38

大屋敷C古墳群　図版142

C38



図版143　大屋敷C古墳群 C39号墳

大屋敷C39号墳周溝および墳丘出土遺物



C39号墳

358

大屋敷C古墳群　図版144

i＿一‘、

大屋敷C39号墳横穴式石室出土遺物（集合）



図版145　大屋敷C古墳群 C40・41号墳

C41－366



C42号墳

367

大屋敷C古墳群　図版146

大屋敷C42号境周溝および墳丘出土遺物

380



図版147　大屋敷C古墳群

大屋敷C42号墳横穴式石室出土遺物
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C42号墳

大屋敷C42号墳横穴式石室出土金属製品（集合）

大屋敷C古墳群　図版148

大屋敷C42号墳横穴式石室出土遺物（集合）



図版149　大屋敷C古墳群 C43号墳

大屋敷C43号墳横穴式石室出土遺物（集合）



C43号墳 大屋敷C古墳群　図版150

大屋敷C43号墳周溝出土遺物

415



図版151大屋敷C古墳群
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C43号墳
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C43号墳

436

438

439

440

447

大屋敷C古墳群　図版152
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図版153　大屋敷C古墳群

大屋敷C46号墳横穴式石室出土遺物（集合）
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C46号墳



C45・46号墳

C46－460

大屋敷C古墳群　図版154



図版155　大屋敷C古墳群 C46号墳



C46号墳
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大屋敷C古墳群　図版156
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図版157　大屋敷C古墳群
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C46号墳
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C46～48号墳

C46－477

C46－479

大屋敷C古墳群　図版158



図版159　大屋敷C古墳群
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C50号墳 大屋敷C古墳群　図版160

大屋敷C50号墳周溝出土遺物（杯蓋頬集合）



図版161大屋敷C古墳群

大屋敷C50号墳周溝出土遣物（杯身類集合）

520

C50号墳

大屋敷C50号墳周溝出土遺物（高杯集合）



C50号墳

519

大屋敷C古墳群　図版162

524

523



図版163　大屋敷C古墳群 C50号墳



C50号墳 大屋敷C古墳群　図版164

大屋敷C50号墳出土遺物（集合）



図版165　大屋敷C古墳群

㊤

C51－546

C50・51号墳



C51・53号墳 大屋敷C古墳群　図版166

C51－545



図版167　大屋敷C古墳群 C53・54号墳・遺構外

706



3・4区遺構外 大屋敷C古墳群　図版168

3・4区遺構外出土須恵器



図版169　大屋敷C古墳群
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3区SRO6出土遺物
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3・4区遺構外 大屋敷C古墳群　図版170

3・4区遺構外出土灰柚陶器

647



図版171大屋敷C古墳群
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3区遺構外

711

1　3区遺構外出土瓦（凹面）

大屋敷C古墳群　図版172

2　3区遺構外出土瓦（凸面）



図版173　大屋敷C古墳群 1・3・4区遣構外

1・3・4区遺構外出土山茶碗



3区遺構外

3区遺構外出土石鉄（集合）

3区遺構外出土石鍍（集合）

大屋敷C古墳群　図版174
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図版175　大屋敷1号窯



大屋敷1号窯　図版176

1大屋敷1号窯遺物出土状況（西より）
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2　大屋敷1号窯遺物出土状況近景（西より）
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図版177　大屋敷1号窯



大屋敷1号窯　図版178



図版179　大屋敷1号窯





図版181大屋敷1号窯



大屋敷1号窯　図版182



図版183　大屋敷1号窯

1

大屋敷1号窯出土灰粕陶器（集合）



大屋敷1号窯　図版184

大屋敷1号窯出土灰粕陶器（碗集合）



図版185　大屋敷1号窯

大屋敷1号窯出土灰粕陶器（碗高台集合）



大屋敷1号窯　図版186

大屋敷1号窯出土灰粕陶器（無台碗・皿集合）



図版187　大屋敷1号窯

816



大屋敷1号窯　図版188
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図版189　大屋敷1号窯
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大屋敷1号窯　図版190
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図版191大屋敷1号窯
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大屋敷1号窯　図版192
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図版193　大屋敷1号窯
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大屋敷1号窯　図版194
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図版195　大屋敷1号窯
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大屋敷1号窯　図版196

大屋敷1号窯出土灰袖陶器（長頸壷・鉢）



図版197　大屋敷1号窯

1138



大屋敷1号窯　図版198
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図版199　大屋敷1号窯

饗漂「
き毒轟‾．巨三芸

大屋敷1号窯出土灰粕陶器（鉢）



大屋敷1号窯　図版200

大屋敷1号窯出土灰粕陶器（壷・鉢）



図版201大屋敷1号窯

大屋敷1号窯出土焼台付着灰粕陶器



大屋敷1号窯　図版202

1200



図版203　大屋敷1号窯

大屋敷1号窯出土風字硯

大屋敷1号窯出土窯道具



大屋敷1号窯　図版204

粘土充填（補修痕あり）
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図版205　大屋敷6号窯
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大屋敷6号窯・蛭沢奥池南側採集　図版206

大屋敷6号窯関連遺物

大屋敷6－1236

大屋敷6　　蛭沢奥地南側採集



図版207　大屋敷6号窯

大屋敷6号窯関連遺物
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