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第119号住居跡 第119号住居跡 貯蔵穴出土遺物

第 3号墳

第 3号墳
遺物出土状況



第 3号墳 玄室底画石出土状況 第 3号墳 粘上出土状況

第59号土坑

第12号濤

第13号溝 第13号湾 土層断面



PL.4

第119号住居跡出土遺物

8 第 3号墳出土遺物

淋

６

　

。

８

遺構外出土遺物

第 3号墳出土遺物



弁才天遺跡 全景



第 1号住居跡 第 1号住居跡 カマド遺物出土状況

第2号住居跡 第 2号住居跡 遺物出土状況

第 3号住居跡

第 4号住居跡 カマド

第 4号住居跡

第 5号住居跡 遺物出土状況



PL.7

第 6号住居跡

第 6号住居跡
カマ ド遺物出土状況

第 6号住居跡
和同開称出土状況



第7号住居跡

第 7号住居跡
カマド遺物出土状況

第 7号住居跡
遺物出土状況



PL.9

第 8。 12号 (手前)住居跡

第 8号住居跡 遺物出土状況 (拡大)

第9号住居跡

第10号住居跡

第 8号住居跡 カマ ド

第 9号住居跡 カマ ド

第10号住居跡 遺物出土状況



PL.10

第11号住居跡 第11号住居跡 カマド

第13号住居跡 第¬3号住居跡 カマド

第14号住居跡

第15号住居跡

第14号住居跡 遺物出上状況

第15号住居跡 カマ ド



PL.11

第16号住居跡

第17号住居跡

第17号住居跡 カマド

第17号住居跡 遺物出上状況

第18号住居跡

第18号住居跡 遺物出土状況 第18号住居跡 カマド



PL.12

第19号住居跡

第19号住居跡 カマド

第19号住居跡
貯蔵穴出上遺物



PL.13

第20号住居跡 第20号住居跡 遺物出土状況

第21号住居跡 第21号住居跡 遺物出土状況

第22号住居跡

第23号住居跡

第22号住居跡 カマド

第23号住居跡 カマド



PL.14

第24号住居跡

第25号住居跡

第24号住居跡 遺物出上状況

第25号住居跡 遺物出上状況

第26号住居跡 第27号住居跡 カマド

第28号住居跡 遺物出土状況第28号住居跡



PL.15

第29号住居跡

第29号住居跡
遺物出土状況

第29号住居跡 カマド



PL.16

第30号住居跡

第30号住居跡
遺物出土状況

第30号住居跡 カマド



PL.17

第31号住居跡 第32号住居跡

第33号住居跡 第34号住居跡

第35号住居跡

第36号住居跡 カマド

第36号住居跡

第36号住居跡 カマ ド (下部)
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第37号住居跡

第37号住居跡
遺物出土状況
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第37号住居跡 カマド



PL.19

第38号住居跡 第38号住居跡 遺物出土状況

第39号住居跡 第39号住居跡 遺物出土状況

第39号住居跡 遺物出土状況 (拡大)

第40号住居跡 遺物出土状況 (拡大)

第40号住居跡 遺物出土状況

第40号住居跡 粘上出土状況



PL.20

第41号住居跡・第 1号掘立柱建物跡 第41号住居跡 遺物出土状況

第42号住居跡 第42号住居跡 カマド

第44号住居跡

第45号住居跡 カマド

第45号住居跡

第45号住居跡 粘土断面



PL.21

第47号住居跡 第48号住居跡

第49号住居跡 第50号住居跡

第51号住居跡

第51号住居跡 貝出土状況

第51号住居跡 遺物出土状況

第52号住居跡



PL.22

第53号住居跡

第53号住居跡
遺物出土状況

第53号住居跡 遺修出土状況 (拡大) 第53号住居跡 カマド



PL.23

第54号住居跡 第55号住居跡

第55号住居跡 カマド 第56号住居跡 (手前第28号住居跡)

第56号住居跡 遺物出土状況

第58号住居跡

第57号住居跡

第58号住居跡 カマド



PL.24

第59号住居跡

第59号住居跡
遺物出土状況

第59号住居跡 遺物出上状況 (拡大) 第59号住居跡 粘土出上状況



PL.25

第60号住居跡 遺物出上状況 第61号住居跡

第61号住居跡 カマド 第62号住居跡

第62号住居跡 遺物出土状況

第63号住居跡

第62号住居跡 カマド

第63号住居跡 遺物出土状況



PL.26

第64号住居跡

第64号住居跡
遺物出上状況

第64号住居跡 カマド 第64号住居跡 カマド煙道部 (拡大)



PL.27

第65号住居跡 第66号住居跡

第66号住居跡 遺物出土状況

第67号住居跡

第68号住居跡

第67号住居跡 遺物出土状況

第68号住居跡 遺物出土状況



第69号住居跡

第70号住居跡 第70号住居跡 遺物出土状況

第70号住居跡 カマド

第72号住居跡

第71号住居跡

第72号住居跡 カマド
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第秘号住居跡

第74号住居跡
遺物出土状況

第74号住居跡 カマド



PL.30

第75号住居跡 第76号住居跡

第76号住居跡 遺物出土状況 第76号住居跡 遺物出土状況 (拡大)

第77号住居跡

第79号住居跡

第78号住居跡

第79号住居跡 カマド
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第80号住居跡 第80号住居跡 カマド

第81号住居跡 第82号住居跡

第82号住居跡 (拡大)

第83号住居跡 遺物出土状況

第83号住居跡

第83号住居跡 カマド
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第84号住居跡 第84号住居跡 遺物出土状況

第84号住居跡 緑釉陶器出土状況 第85号住居跡

第85号住居跡 遺物出土状況

第86号住居跡

第85号住居跡 カマド

第86号住居跡 カマド
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第87号住居跡

第87号住居跡
遺物出土状況

第87号住居跡
遺物出土状況 (拡大)
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第89号住居跡

第89号住居跡 遺物出土状況 (拡大)

第89号住居跡 遺物出土状況

第90号住居跡

第90号住居跡 遺物出上状況

第91号住居跡 。第 7号土坑 (手前)

第90号住居跡 カマ ド

作業風景
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第 1号掘立柱建物跡 第4号掘立桂建物跡 ピット6

第 3・ 6,7・ 8。 10号掘立柱建物跡

第3号掘立柱建物跡 土層断面

第9(上 )・ 5(下)号掘立柱建物跡
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第 1号土坑 第 4号土坑

第 6号土坑

第 1号溝 第 1号溝 土層断面



18-21      18-23

30-2

旧石器時代 (1)・ 縄文時代出土石器 (1)表 面

旧石器時代 (1)・ 縄文時代出土石器 (1)裏 面
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旧石器時代出土石器 (2)表 面

dq▼ t宝ゃ
15-5

旧石器時代出土石器 (2)裏 面



PL.39

旧石器時代 (3)・ 縄文時代出土石器 (2)表 面

旧石器時代 (3)・ 縄文時代出土石器 (2)裏面
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36-48

36-48

36-49

(4)・ 縄文時代出土石器 (3)表 面

36-49

縄文時代出土石器 (3)裏 画旧石器時代 (4)・



PL.41

塊 生 AA婁 4盈 144朽 4裕

縄文時代出土石器 (4)表面

縄文時代出土石器 (4)裏面
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縄文時代出土石器 (5)表 面
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縄文時代出土石器 (5)裏 面
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縄文時代出土石器 (6)表 面

縄文時代出土石器 (6)裏 面
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縄文時代 第78号住居跡出土遺物

縄文時代 第88号住居跡出土遺物
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縄文時代 遺構外出土遺物 (3)
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縄文時代 遺構外出土遺物 (4)

縄文時代 遺構外出土遺物 (5)
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縄文時代 遺構外出土遺物 (6)
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縄文時代 遺構外出土遺物 (7)
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縄文時代 遺構外出土遺物 (8)

縄文時代 遺構外出土遺物 (9)
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縄文時代 遺構外出土遺物 (10)
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縄文時代 遺構外出土遺物 (11)
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縄文時代 遺構外出土遺物 (12)
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第 1号住居跡出土遺物

第 2号住居跡出土遺物

第 3号住居跡出土遺物

第4号住居跡出土遺物
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第 5号住居跡出土遺物
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第 6号住居跡出土遺物 (1)
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第 6号住居跡出土遺物 (2)
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33                35

第6号住居跡出土遺物 (3)

16

第7号住居跡出土遺物 (1)



第7号住居跡出土遺物 (2)
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5

第 8号住居跡出土遺物

第9号住居跡出土遺物

4                             6

第10号住居跡出土遺物 (1)
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第10号住居跡出土遺物 (2)

iO第 11号住居跡出土遺物 (1)
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16第 11号住居跡出土遺物 (2)

3第 12号住居跡出土遺物

第13号住居跡出土遺物



PL.58

第14号住居跡出土遺物

第16号住居跡出土遺物

6第 15号住居跡出土遺物

第17号住居跡出土遺物 (1)
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第17号住居跡出土遺物 (2)
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第19号住居跡出土遺物 (1)
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16第 19号住居跡出土遺物 (2)

第20号住居跡出土遺物

第21号住居跡出土遺物
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第22号住居跡出土遺物

第23号住居跡出土遺物

3

第24号住居跡出土遺物 (1)



第26号住居跡出土遺物
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1

第27号住居跡出土遺物

第28号住居跡出土遺物 (1)
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第29号住居跡出土遺物
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第30号住居跡出土遺物 (1)
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第30号住居跡出土遺物 (2)
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第31号住居跡出土遺物

第32号住居跡出土遺物

第33号住居跡出土遺物
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第34号住居跡出土遺物

第35号住居跡出土遺物
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第36号住居跡出土遺物 (2)
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第38号住居跡出土遺物 (1)
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第39号住居跡出土遺物
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第41号住居跡出上遺物
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第43号住居跡出土遺物

第44号住居跡出土遺物

第45号住居跡出土遺物 (1)
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25第45号住居跡出土遺物 (2)
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第45号住居跡出土遺物 (3)
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第46号住居跡出土遺物
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7第 48号住居跡出土遺物
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第53号住居跡出土遺物 (2)
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第54号住居跡出土遺物
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第56号住居跡出土遺物 (1)
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第56号住居跡出土遺物 (2)

可

第58号住居跡出土遺物

3第 57号住居跡出土遺物
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第59号住居跡出土遺物 (1)

14



PL.86

■

第59号住居跡出土遺物
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第60号住居跡出土遺物
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第61号住居跡出土遺物
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第62号住居跡出土遺物 (1)
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第63号住居跡出土遺物
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第64号住居跡出土遺物 (1)
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20-底面
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第65号住居跡出土遺物 (2)

第66号住居跡出土遺物 (1)
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第66号住居跡出土遺物 (2)

第67号住居跡出土遺物
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第68号住居跡出土遺物
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第69号住居跡出土遺物
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第70号住居跡出土遺物 (2)

2第 71号住居跡出土遺物

第72号住居跡出土遺物
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第74号住居跡出土遺物
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第77号住居跡出土遺物

第75号住居跡出土遣物 (2)

第76号住居跡出土遺物
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第79号住居跡出土遺物

3第 81号住居跡出土遺物

第80号住居跡出土遺物
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第82号住居跡出土遺物

第83号住居跡出土遺物
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第87号住居跡出土遺物

第89号住居跡出土遺物
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第90号住居跡出土遺物

第 3号掘立柱建物跡出土遺物 第2号掘立柱建物跡出土遺物
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3

第 4号掘立柱建物跡出土遺物

1

第 6号掘立柱建物跡出土遺物

2

第 2号溝出土遺物

第 1号土坑出土遺物

第 4号土坑出土遺物

第 5号掘立柱建物跡出土遺物

1

第7号土坑出土遺物

第 8号土坑出土遺物

5
第 3号溝出土遺物
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第 7号溝出土遺物 (2)

第 8号溝出土遺物
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遺構外出土遣物 (1)
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