
PL～80

（1）2号墓出土状況（南から）

（3）3号墓出土状況（東から）

（5）4号墓出土状況（西から）

（2）2号墓人骨出土状況（南から）

（4）3号墓人骨出土状況（東から）

（6）4号墓人骨出土状況（西から）



PL．81

（1）5号墓出土状況（南から）

（3）6号墓石蓋出土状況（北から）

（5）7号墓出土状況（西から）

（2）5号墓人骨出土状況（西から）

（4）6号墓出土状況（北から）

（6）7号墓人骨出土状況（西から）



PL．82

（1）9号墓出土状況（北から）

（3）10号墓出土状況（東から）

（5）11号墓出土状況（東から）

（2）9号墓人骨出土状況（西から）

（4）10号墓人骨出土状況（東から）

（6）‖号墓人骨出土状況（東から）



PL．83

（1）12号墓出土状況（北から）

（3）13号墓出土状況（東から）

（5）15号墓石蓋出土状況（西から）

（2）12号墓人骨出土状況（北から）

（4）14号墓出土状況（西から）

（6）15号墓人骨出土状況（南から）



PL．84

（1）20号墓出土状況（北から）

（3）25号墓出土状況（東から）

（5）26号墓出土状況（東から）

（2）20号墓人骨出土状況（北から）

（4）25号墓人骨出土状況（東から）

（6）26号墓人骨出土状況（東から）



PL・85

（1）27号墓出土状況（南から）

（3）29号墓出土状況（西から）

（5）35号墓石蓋出土状況（西から）

（2）27号墓人骨出土状況（南から）

（4）29号墓人骨出土状況（西から）

（6）35号墓出土状況（東から）



PL．86

（1）36号墓出土状況（北から）

（3）39号墓上部人骨出土状況（北から）

（5）39号墓下部人骨出土状況（西から）

（2）36号墓人骨出土状況（北から）

（4）39号墓出土状況（西から）

（6）40号墓石蓋出土状況（西から）



PL．87

（1）44号墓出土状況（東から）

（3）45号墓出土状況（東から）

（5）47号墓出土状況（南から）

（2）44号墓人骨出土状況（東から）

（4）45号墓人骨出土状況（東から）

（6）48号墓出土状況（南から）



PL．88

（1）49号墓出土状況（北から）

（3）54号墓出土状況（北から）

（5）58号墓出土状況（西から）

（2）49号墓人骨出土状況（北から）

（4）54号墓人骨出土状況（北から）

（6）58号墓人骨出土状況（西から）



PL．89

（1）64号墓出土状況（東から）

（3）65号墓出土状況（南から）

（5）69号墓出土状況（東から）

（2）64号墓人骨出土状況（東から）

（4）65号墓人骨出土状況（南から）

（6）69号墓人骨出土状況（東から）



PLⅰ90

（1）79号墓出土状況（西から）

（3）80号墓出土状況（西から）

（5）81号墓石蓋出土状況（北から）

（2）79号墓人骨出土状況（西から）

（4）80号墓人骨出土状況（西から）

（6）81号墓人骨出土状況（北から）



PL・91

（1）82号墓出土状況（西から）

（3）90号墓出土状況（南から）

（5）100号墓出土状況（西から）

（2）82号墓人骨出土状況（西から）

（4）90号墓人骨出土状況（南から）

（6）100号墓人骨出土状況（西から）



PL．92

（り101号墓出土状況（東から）

（3）104号墓出土状況（南から）

（5）115号墓出土状況（東から）

（2）101号墓人骨出土状況（東から）

（4）104号墓人骨出土状況（南から）

（6）127号墓出土状況（東から）



PL．93

（1）‖8号墓出土状況（西から）

（3）123号墓石蓋出土状況（東から）

（5）123号墓人骨出土状況（西から）

（2）118号墓人骨出土状況（西から）

（4）123号墓出土状況（西から）

（6）142号墓出土状況（南から）



PL．94

（1）147号墓石蓋出土状況（北から）

（3）147号墓人骨出土状況（南から）

（5）159号墓石蓋出土状況（西から）

（2）147号墓出土状況（南から）

（4）157号墓人骨出土状況（西から）

（6）159号墓人骨出土状況（東から）



PL・95

（1）161号墓石蓋出土状況（南から）

（3）161号墓人骨出土状況（北から）

（5）162号墓出土状況（西から）

（2）161号墓出土状況（北から）

（4）163号墓出土状況（西から）

（6）162号墓人骨出土状況（西から）



PL．96

（1）169号墓出土状況（東から）

（3）178号墓出土状況（東から）

（5）186号墓石蓋出土状況（南から）

（2）169号墓人骨出土状況（東から）

（4）185号墓出土状況（東から）

（6）186号墓人骨出土状況（南から）



PL・97

（1）191号墓出土状況（北から）

（3）204号墓出土状況（西から）

（5）219号墓出土状況（西から）

（2）191号墓人骨出土状況（北から）

（4）222号墓出土状況（西から）

（6）219号墓人骨出土状況（西から）



PL．98

（1）233号墓出土状況（南から）

（3）238号墓出土状況（西から）

（5）243号墓出土状況（南から）

（2）233号墓人骨出土状況（南から）

（4）238号墓人骨出土状況（西から）

（6）243号墓人骨出土状況（南から）



PL・99

（1）246号墓出土状況（西から）

（3）249号墓出土状況（東から）

（5）250号墓出土状況（西から）

（2）246号墓人骨出土状況（西から）

（4）249号墓人骨出土状況（東から）

（6）250号墓人骨出土状況（西から）



PL・100

（1）251号墓出土状況（東から）

（3）254－261号墓出土状況（北から）

（5）257号墓出土状況（北から）

（2）251号墓人骨出土状況（東から）

（4）255号墓出土状況（北から）

（6）261号墓出土状況（北から）



PL・101

（1）第5区近世墓分布状況全景（南から）

（2）第5区近世墓分布状況全景（東から）



PL．102

（1）270号墓出土状況（南から）

（3）271号墓人骨出土状況（南から）

（5）275号墓出土状況（南から）

（2）270号墓人骨出土状況（南から）

（4）272号墓出土状況（東から）

（6）2号墓出土状況（南から）



PLllO3

（1）278号墓出土状況（南から）

（3）280号墓人骨出土状況（北から）

（5）281号墓出土状況（西から）

（2）280号墓出土状況（北から）

（4）280号墓早桶底板出土状況（西から）

（6）281号墓人骨出土状況（西から）



PL．104

（1）283号墓出土状況（南から）

（3）286号墓出土状況（南から）

（5）289号墓出土状況（東から）

（2）285号墓出土状況（南から）

（4）288号墓出土状況（南から）

（6）290号墓出土状況（南から）



PL．105

（1）291号墓出土状況（南から）

（3）294号墓出土状況（南から）

（5）296号墓出土状況（南から）

（2）292号墓出土状況（南から）

（4）295号墓出土状況（南から）

（6）296号墓人骨出土状況（南から）



PL．106

（1）297号墓出土状況（南から）

（3）3日号墓出土状況（東から）

（5）316号墓出土状況（南から）

（2）308号墓出土状況（南から）

（4）315号墓出土状況（南から）

（6）316号墓人骨出土状況（北から）



PL．107

（1）317号墓出土状況（東から）

（3）318号墓出土状況（南から）

（5）322号墓出土状況（南から）

（2）317号墓人骨出土状況（東から）

（4）321号墓出土状況（南から）

（6）322号墓人骨出土状況（南から）



PL．108

（1）326号墓出土状況（北から）

（3）332号墓出土状況（西から）

（5）335号墓出土状況（東から）

（2）331号墓出土状況（東から）

（4）334号墓出土状況（東から）

（6）335号墓人骨出土状況（東から）



PL．109

（1）336号墓出土状況（南西から）

（3）346号墓石蓋出土状況（南から）

（5）356号墓出土状況（南から）

（2）336号墓人骨出土状況（南西から）

（4）346号墓人骨出土状況（西から）

（6）356号墓人骨出土状況（南から）



PL・110

（り　357号墓出土状況（東から）

（3）358号墓出土状況（南から）

（5）360号墓出土状況（東から）

（2）357号墓人骨出土状況（東から）

（4）359号墓出土状況（東から）

（6）360号墓人骨出土状況（東から）



PL．1日

（1）361号墓出土状況（西から）

（3）362号墓出土状況（西から）

（5）363号墓出土状況（南から）

（2）362号墓石蓋出土状況（西から）

（4）362号墓人骨出土状況（西から）

（6）363号墓人骨出土状況（南から）



PL．112

（1）364号墓出土状況（南から）

（3）366号墓出土状況（南から）

（5）377号墓出土状況（西から）

（2）364号墓人骨出土状況（南から）

（4）366号墓人骨出土状況（南から）

（6）379号墓出土状況（西から）



PL，‖3

（1）382号墓出土状況（南から）

（3）385号墓出土状況（東から）

（5）392号墓出土状況（南から）

（2）383号墓出土状況（南から）

（4）391号墓出土状況（南から）

（6）393号墓出土状況（南から）



PL．114

（1）395号墓出土状況（南から）

（3）398号墓人骨出土状況（西から）

（5）400号墓石蓋出土状況（南から）

（2）395号墓人骨出土状況（南から）

（4）399号墓出土状況（北から）

（6）400号墓人骨出土状況（北から）



PL．115

（1）406号墓人骨出土状況（北から）

（3）412号墓出土状況（北から）

（5）448号墓石蓋出土状況（西から）

（2）407号墓人骨出土状況（北から）

（4）412号墓人骨出土状況（北から）

（6）448号墓人骨出土状況（北から）



PL．116

（1）454号墓出土状況（東から）

（3）472号墓人骨出土状況（東から）

（5）476号墓人骨出土状況（南西から）

（2）472号墓出土状況（北から）

（4）475号墓出土状況（南から）

（6）478号墓出土状況（東から）



PL．117

（1）500号墓出土状況（南から）

（3）501号墓出土状況（南から）

（5）502号墓出土状況（西から）

（2）500号墓人骨出土状況（南から）

（4）501号墓人骨出土状況（北から）

（6）502号墓人骨出土状況（西から）



PL．118

（1）504号墓出土状況（南から） （2）524号墓人骨出土状況（南から）

（3）506号墓出土状況（東から）

（5）507号墓出土状況（南から）

（4）506号墓人骨出土状況（東から）

（6）507号墓人骨出土状況（蘭から）



PL，＝9

（1）509号墓石蓋出土状況（西から）

（3）514号墓出土状況（南から）

（5）515号墓出土状況（南から）

（2）509号墓人骨出土状況（西から）

（4）514号墓人骨出土状況（西から）

（6）523号墓出土状況（南から）



PL．120

出土遺初（1）弥生墳墓・古墳副葬品



PL．121

出土遺初（2）近世墓副葬品



PL．122

出土遺物（3）近　世　陶　磁　器



PL123

近世墓碑（1）第　2　区　　数字は西暦



PL．124

近世墓碑（2）第　2　区　　数字は西暦



PL．125

近世墓碑（3）第2．5区（上段3基分は第2区）　　数字は西暦



PL．126

近世墓碑（4）第　5　区　　数字は西暦



PL．127

近世墓碑（5）第　5　区　右下4基は近世墓甕棺、数字は西暦、但し甕棺は墓の号数



PL．128

近世墓甕棺（1）　数字は墓の号数



PL．129

近世墓甕棺（2）　数字は墓の号数



PL．130

近世墓甕棺（3）刻印・補修・墨書　　数字は墓の号数
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