
土層注記

図7 （p，13） 土層注記

層番号 層名 属性 しまり 粘性 備考

1 植物層および腐植土 表土 弱い 非常に弱い 1～5mmの配白・青灰・黒褐色の礫をまばらに含む

2 暗黄褐色混じり暗灰褐色土層 流土 やや弱い やや弱い 5mm～圭cmの白・青灰色の礫をまばらに含む

3 暗黄褐色土層 流土 やや弱い 非常に強い 赤榿褐色土の粒がまばらに混ざる

4 暗榿褐色土層 耕土 やや弱い 弱い 2mm～1cmの灰白・青笹・黒褐色の礫をまばらに、2mm～lcmの赤・黄色のクサレ礫をま

ﾎらに含む

5 榿褐色土層 客土 強い やや強い lmm～3cmの灰白・青緑・黒褐色の礫と臼・赤・黄色のクサレ礫を密に含む

6 暗褐色土倉 流土 強い 強い lcmほどの灰白・青灰色の礫と白・黄色のクサレ礫をまばらに含む

7 黒褐色土層 流土 非常に強い 強い 2mm～lcmの臼・黄色のクサレ礫をまばらに含む

8 黄榿褐色土層 流土 強い 非常に強い 1～2cmの白・赤色のクサレ礫をまれに含む

9 暗灰褐色土層． 流土 やや強い 非常に強い lCmほどの白・黒色のクサレ礫をまばらに含む

10 黒灰褐色土層 流土 非常に強い やや強い 2mmほどの白色のクサレ礫をまばらに含む

ll 赤帽褐色土層 地山 非常に強い 非常に強い 5mm～lcmの白・赤・黒・黄色のクサレ礫を密に含む。東側溝状遺構底付近は黄褐色を呈する。

図8 （p．16） 土層注記

層番号 弓箭 属性 しまり 粘性 備考

1 礫混じり暗灰褐色土層 客土 強い 弱い 2cm～5cmの灰白・上竪・黒褐色の礫を密に含む

2 暗雲褐色土層 客土 弱い やや弱い 3mm～5mmの白・青灰色の礫をまれに含む

3 暗褐色混じり榿褐色土層 客土 やや強い やや強い 3mm～5mmの白・二塁・黄色の礫をまばらに含む

4 礫混じり黒褐色土層 客土 非常に弱い 非常に弱い 2crn～5cmの灰白・青灰・黒褐色の礫でほぼ形成される

5 榿褐色土層 客土 やや強い やや弱い 2mmほどの灰・青灰色の礫をまばらに含む

6   ． 礫混じり暗黄褐色土層 客土 やや強い 弱い 5mm～5cmの灰白・青灰・黒褐色の礫を密に含む

7 黒色混じり暗黄褐色土層 客土 やや強い 弱い 2mm～5mmの灰白・青灰色の礫をまばらに含む

8 明赤褐色土層 客土 強い やや強い 1mm～1cmの白・赤・黄色のクサレ礫を密に含む

9 礫混じり暗褐色土層 客土 強い やや強い 1cm～1Dcmの灰白。上里・黒褐色の礫を密に含む

10 暗赤榿褐色土層 客土 強い 強い 1mm～5nlmの白色の礫をまばらに含む

11 暗灰褐色土層 客土 強い やや強い lmm～5mmの青灰色の礫をまれに含む

12 黄榿褐色土層 客土 強い 強い 2mm～5mmの灰白・青灰色の黒褐色の礫を白色のクサレ礫をまばらに含む

13 暗褐色混じり暗黄褐色士層 客土 強い 強い 5mmほどの青灰色の礫をまばらに含む

14 暗灰色混じり暗赤褐色土層 客土 強い やや強い 3mmほどの白色の礫をまばらに含む

15 暗二塁褐色土層 盛土 強い やや強い 2mm～1cmの青灰・黒褐色の礫を密に含む

16 赤褐色土層． 盛土 強い 強い 2cm～10cmの青墨・黒褐色の礫でほぼ形成される

17 暗黄褐色土層 流土 やや強い 強い 3mm～5mmの臼・青雲・黄色の礫をまばらに含む黄色の礫をまれに含む

18 暗褐色土層 流土 やや強い 強い 3mm～5mmの白・青灰・黄色の礫をまれに、炭化粒子物をまばらに含む

19 盛土

20 地山

図10・11（p．19～21） 土層注記

層番号 層名 属性 しまり 粘性 備考

1 植物層および腐植土 表土 非常に弱い 非常に弱い 竹の根が隙間なく入る

2 明黄褐色土層 流土 非常に弱い 非常に弱い 竹の根が入る

3 礫混じり黄榿褐色土層 流土 強い 非常に弱い 5mm以下の白色のクサレ礫を含む

4 暗榿褐色土層 流土 やや強い やや弱い 1cm程度のクサレ礫をごくまれに含む

5 暗榿褐色土層 流土 やや強い． やや弱い． lcm程度のクサレ礫をごくまれに含む

6 礫混じり黄褐色土層 流土 やや強い やや弱い 白色のクサレ礫をまれに含み5cm程度の円礫が混じる

7 暗黄褐色土層 乱掘壌埋土 強い 非常に弱い 1cm前後のクサレ礫を含む

8 礫混じり暗黄褐色土層 乱掘壌埋土 やや弱い 弱い 1～3cmの角礫をまばらに含む

9 暗黄榿褐色土層 乱掘墳埋土 弱い 非常に弱い lcm前後の白色のクサレ礫を含む

10 暗黄褐色土層 乱掘墳埋土 やや強い やや強い 2～3cm前後の円礫を含む

Il 灰色混じり黄褐色土層 乱掘壌埋土 弱い 強い lcm前後の角礫を含む

12 礫混じり黄褐色土層 乱掘壇埋土 弱い やや弱い 3～5cm前後の灰色のクサレ礫をまばらに含む

13 礫混じり暗黄褐色土層 乱掘塘埋土 やや弱い 弱い 3cm以下のクサレ礫を含み、根が多い

14 榿色混じり暗褐色土層 乱掘塘埋土 やや弱い 弱い 1～2cmの白色のクサレ礫をわずかに含む

15 礫混じり黄褐色土層 乱掘墳埋土 やや弱い 強い 白色ブロックを多く含み、褐色ブロックが混じる

16 黄榿褐色±層 盛土 やや強い 弱い 1mm以下の白色のクサレ礫をわずかに含む

17 榿色混じり暗褐色土層 乱掘墳埋土 やや弱い 弱い 1～2cmの白色のクサレ礫をわずかに含む

18 礫混じり明黄榿褐色土層 乱掘壌埋土 やや強い やや強い 1～5cm前後の礫を含む

19 榿褐色土層 乱掘墳埋土 やや強い やや弱い 3cm以下のクサレ礫を含み、根が多い

20 黄榿褐色土層 乱掘壌埋土 弱い 弱い 1～3cmの白・灰色のクサレ礫をまぼらに含み、2cm前後の円礫がまれに混じる

21 礫混じり黄榿褐色土層 乱掘塘埋土 やや強い やや弱い 白色のクサレ礫を大量に、褐色ブロックを多く含み、5cm前後の礫が混じる

22 礫混じり黄褐色土層 乱掘墳埋土 やや強い やや強い 白色ブロックを多く含み、褐色ブロックが混じる

23 礫混じり暗榿褐色土層 流土 強い やや弱い 1～5cm前後のクサレ礫を含み、5cm前後の円礫がまれに混じる

24 暗黄褐色土層 流土 弱い 強い 灰色のブロックを含む

25 淡黄褐色土層 流ニヒ 弱い 強い 3mmほどの青灰色の小礫をまれに含む

26 灰色混じり淡黄褐色土層 流土 弱い 強い 3mmほどの青灰色の小礫をまれに含む

27 暗榿褐色土層 流土 やや弱い 非常に強い 2mmほどの白・青灰色の小粒がまばらに混じり、1～2cmほどの白・青灰色の角礫をまれに

ﾜむ
28 淡榿褐色土層 流土 非常に弱い 非常に強い 2mmほどの白・青灰色の小粒がまばらに混じり、2cmほどの白・青灰色の角礫をまれに含む

29 黒褐色混じり榿褐色土層 流土 弱い 非常に強い 1～2cmほどの白色の角礫をまれに含む

30 黄燈褐色土層 盛土 やや強い 弱い lmm以下の白色のクサレ礫をわずかに含む

31 明榿褐色土層 盛土 強い やや強い 5mm前後の白・青灰色のクサレ礫を密に含む

32 淡黄褐色土層 盛土 強い やや強い 5mm前後の白・青灰色のクサレ礫を密に含む

33 榿色混じり淡褐色土層 盛土 やや強い やや強い 5mm～2cmの白灰・青灰色のクサレ礫をまばらに含む

34 暗黄褐色土層 盛土 やや強い やや強い 2～3cmほどの白色のクサレ礫をまばらに含む

35 榿色混じり淡褐色土層 盛土 強い 弱い 玉～2cmほどのクサレ礫をまばらに含む

36 榿色混じり淡褐色土層 盛土 やや強い 弱い 5mm～2cmの白灰・青灰色のクサレ礫をまばらに含む

37 礫混じり榿褐色土層 盛土 強い やや弱い 王～5cmほどのクサレ礫を含み、5cmほどの円礫がまれに混じる

38 榿褐色土層 盛土 やや強い やや弱い lcmほどの白色のクサレ礫をまばらに含む

39 礫混じり榿褐色土層 盛土 強い やや弱い 1～5cm前後のクサレ礫を含み、5cm前後の円礫がまれに混じる

40 赤色混じり黄褐色土層 盛土 強い 弱い 1～3cm程度の白・青灰．色の礫、 lmm程度の白色の小礫を含む

41 黄榿褐色土層 盛土 やや強い 弱い 1～3cm程度の白色の礫をまばらに含む

42 榿色混じり暗黄褐色土層 盛土 やや強い やや強い lcm以下の白・灰色の礫をまばらに含む

43 礫混じり暗燈褐色土層 盛土 強い 強い 1～2cmの白・黄・灰色の礫をまばらに會む

44 暗榿色混じり暗黄褐色土層 盛土 強い 強い 1～2cmの白・灰色の礫をまれに含む
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45 礫混じり黄褐色土層 盛土 やや強い 弱い 2～5cmほどの白色のクサレ礫をまばらに含む

46 礫混じり暗黄褐色土層 盛土 強い やや強い 3cm以下の礫をまばらに含む

47 暗榿褐色土層 盛土 やや弱い やや強い 1～3cmのクサレ礫をまばらに含み、5cm前後の榿色のクサレ礫をごくまれに交える

48 礫混じり黄褐色土層 盛土 やや弱い やや強い 白・灰色のクサレ礫を含み、褐色ブロック多く混じる

49 淡黄褐色土層 盛土 強い 非常に弱い 1cmほどの白色のクサレ礫をまれに含む

50 淡黄混じり暗黄褐色土層 ．盛土 やや強い 強い 5cm前後の青灰色の礫をごくまれに、 lcm程度の自色の礫をまばらに含む

51 黄色混じり暗黄褐色土層 盛土 やや強い 弱い 1～3cm前後の白色の礫をまばらに含む

52 明黄褐色土層 盛土 やや強い やや強い 1～3cm程度の白・青灰色の礫をまばらに含む

53 礫混じり黄褐色土層 盛土 弱い 強い 1～5cm前後の礫を含む

54 赤褐色混じり淡黄褐色土層 盛土      やや強い やや強い 圭～2cmほどの白色の礫をまばらに含む

55 淡黄褐色土層 盛土      強い 強い 2mmほどの白・灰色のクサレ礫を密に含む

56 礫混じり黄褐色土層 盛土 弱い 強い 3mm程度のクサレ礫を多く含む

57 礫混じり榿褐色土層 盛土 弱い 強い 3cm以下の白・灰色のクサレ礫を多く含む

58 礫混じり黄榿褐色土層 盛土 弱い 強い 1．5cm以下の白・灰色のクサレ礫を含む

59 礫混じり暗影灰褐色土層 盛土 やや強い やや弱い 3cmほどの白・灰色のクサレ礫をまばらに含み、灰色のブロックが混じる

60 黄色混じり榿褐色土層 盛土 弱い 強い 3cm以下の灰色の円礫をまれに含む

61 礫混じり暗黄褐色土層 盛土 やや強い 強い 2cmほどの白・灰色の円礫・クサレ礫を含む

62 礫混じり湯浦褐色土層 盛土 やや強い 弱い 1～2cmの白・青灰色のクサレ礫をまばらに含む

63 黄燈褐色土層 盛土 やや強い 弱い 1～2cm程度の白色のクサレ礫をごくまれに含む

64 赤色混じり榿褐色土層 盛土 強い 弱い 1～5cm前後の礫を多く交え、赤色のブロックを含む

65 礫混じり黄褐色土層 盛土 やや強い 弱い 1～2cm前後の礫を多く含む

66 礫混じり黄榿褐色土層 盛土 やや強い 弱い 白・灰色のクサレ礫と褐色ブロックを多く含む

67 赤色混じり黄榿褐色土層 盛土 やや弱い 弱い 1～2cm前後の礫を多く含む．

68 礫混じり明黄褐色土層 盛土 弱い やや弱い 乏～5cmほどの白・青灰色の礫を多く含む

69 暗黄褐色土層 盛土 弱い 強い 1cm程度の小平を含む

70 赤褐色土層 盛土 強い 弱い 1～2mmほどの白・青灰色の小粒をまばらに含む
71 礫混じり明黄褐色土層 盛土 やや強い やや弱い こぶし大の礫をごくまれに、1～3cm程度の礫を多く含む

72 礫混じり榿褐色土層 盛土 やや強い 強い 5cm以下の白色のクサレ礫を密に含む

73 褐色混じり明榿褐色土層 盛土 強い やや強い lcmほどの白・褐色のクサレ礫をまばらに含む

74 礫混じり暗榿褐色土層 盛±： 強い やや強い 3cmほどの小礫をまれに含む

75 礫混じり明言褐色土層 盛土 強い やや弱い 1cm以下の白色のクサレ礫をまばらに含む

76 礫混じり明黄燈褐色土層 盛土 やや強い 弱い 1～3cm程度の白・青灰色の礫を多く含む

77 褐色混じり黄褐色土層 盛土 やや強い 弱い 1～3cm程度の臼・青灰色の礫をまばらに含む

78 礫混じり黄褐色土層 盛土 やや強い やや弱い 2～5cm程度の白・青灰色の礫を含む

79 赤色混じり檀褐色土層 盛土 やや強い やや強い 主～2cm前後のクサレ礫を多く含む

80 礫混じり暗榿褐色土層 盛土 弱い 弱い 王～2cm前後のクサレ礫をまばらに含む

81 赤色混じり黄褐色土層 盛土 非常に強い やや強い lcm前後のクサレ礫をまばらに含む

82 赤色混じり黄褐色土層 盛土 非常に強い やや強い lcm前後の白・黄色のクサレ礫をまばらに含む

83 黄色混じり黒褐色土層 盛土 非常に強い 強い 1～3cmのクサレ礫をまぼらに含む

84 黒色混じり黄褐色土層 盛事 強い 強い lcm前後のクサレ礫をまばらに、3cm前後の角礫・円礫をまれに含む

85 暗黄褐色土層 盛土 強い 強い 5mm以下の白・灰色のクサレ礫を含む

86 礫混じり淡黄褐色土層 盛土 弱い 強い lcm以下の臼・黄・灰色のクサレ礫を含む

87 赤褐色混じり暗黄褐色土層 盛土 やや強い やや強い 1．5cmほどの白色の礫をまれに含む

88 礫混じり淡黄褐色土層 盛土 弱い 強い 1cm以下の白・灰・黄色のクサレ礫を含む

89 暗褐色土層 盛土 やや強い 強い 1～3cmの円礫、王cm以下のクサレ礫を含む．

90 暗黄褐色土層 盛土 やや強い 強い 1～3cmの昏昏、 lcm以下のクサレ礫を含む

91 明黄褐色土層 盛土 強い やや強い 3cm前後のクサレ礫をまばらに含む

92 赤色混じり黄榿褐色土層 盛土 強い 非常に強い 1～3cm前後のクサレ礫をまばらに含む

93 礫混じり赤褐色土層 盛土 やや弱い やや強い lcm前後の臼・黄色のクサレ礫をまばらに含む

94 榿色混じり黄灰色土層 盛土 強い 非常に強い 1～5mm大の小瓶をまれに含む

95 礫混じり暗黒褐色土層 盛土 やや強い やや弱い 1～2cmの臼・灰色の礫をまばらに含む

96 赤色混じり黄褐色土層 盛土 やや強い やや弱い lcm前後の白色の礫をまばらに含む

97 礫混じり淡黄褐色土層 盛土 強い やや強い． 5～10cmほどの円礫をまれに、1～5cmほどの自・青灰色の礫を密に含む

98 雲煙色混じり明黄褐色土層 盛土 やや強い やや強い 5cmほどの青灰色の礫をごくまれに、1～3cmほどめ白・青灰色の礫を密に含む

99

100

101 黒褐色混じり暗黄褐色土層 盛土 非常に強い 強い 5mm前後の小礫をまばらに含む

102 礫混じり黄褐色土層 盛土 強い 強い 1～3cmの白色の礫を多く含む

103 黄色混じり黒褐色土層 盛土 強い 強い 1～1．5cmの小粒の礫をまばらに含む 円礫をまれに含む

104 榿色混じり黄褐色土層 盛土 強い 非常に強い 1～3cmの白・黄色のクサレ礫をまばらに含む

105 黄褐色土層 盛土 強い 強い 1層目前後の灰色のクサレ礫をまばらに含む

106 榿色混じり黒褐色土層           盛土 強い 強い lcm前後の円礫・クサレ礫をまばらに含む

107 黒色混じり黄褐色土層           盛土 強い 強い 5mm前後の小礫を非常にまばらに含む

108 黒褐色混じり黄榿色土層 盛土 強い やや強い 1～2cmの白・黄色のクサレ礫をまばらに含む

109 禮色混じり黄褐色土層 盛土 やや弱い 1～3cm程度の臼・青灰色の礫をまばらに含む 圭Ocm程度の礫をまれに含む

HO 礫混じり淡黄褐色土層 盛土 やや強い 強い 1～5cm程度の白・青灰色・榿色の礫を含む

111 黒褐色混じり黄榿褐色土層 盛土 強い 強い 玉～2cmの白・黄色のクサレ礫をまばらに含む 二色のブロックをごくまれに含む

U2 黒色混じり黄褐色土層 盛土 強い 強い 1～1．5cmの小粒の礫をまばらに含む 円礫をまれに含む

l13 礫混じり淡榿褐色土層 盛土 やや弱い やや弱い 2～3cm程度のクサレ礫をまばらに含む

l14 暗榿色混じり黒褐色土層 盛土 強い やや弱い 1～2cm前後の礫を多く含む

115 礫混じり灰褐色土層 盛土 やや強い 弱い 2～5cmほどのクサレ礫を含む

H6 暗藻汐色土層 盛土 強い やや弱い 1cm程度の礫をまばらに含む

I17 礫混じり暗黄榿色土層 盛土 やや強い 弱い 2cm程度のクサレ礫をまばらに含む

118 黄榿色混じり黒褐色土層． 盛土 強い やや弱い 褐色のブロックを含む 1～6cm前後の礫を多く含む

l19 榿色混じり淡黒褐色土層 盛土 非常に強い 弱い 1～5cm前後の礫を多く含む

120 黄色混じり暗褐色土層 盛土 非常に強い 弱い 1～5cm前後の礫を多く含む 榿色のブロックを含む

121 黒褐色混じり淡黄褐色土層 盛土 強い やや強い 1～2cmの白・黄色のクサレ礫をまばらに含む

122 榿色混じり暗黄褐色±層 盛土 弱い 強い 2cm以下の白色の円礫をまれに含む

123 礫混じり淡黄褐色土層 盛土 弱い 強い 7cm程度の白色の玉印を含む

124 赤褐色混じり暗黄蓮褐色土層 盛土 弱い 強い 2cm以下の白・灰色のクサレ礫を含む

125 黄榿褐色土層 盛土 弱い 強い 2cm以下の角礫をまれに含む

！26 榿色混じり淡黄褐色土層 盛土 弱い 強い 2cm以下の白色のクサレ礫を少し含む

127 礫混じり暗榿褐色土層 盛土 弱い やや弱い 3cm以下の白・黄・灰色のクサレ礫を含む

128 榿色混じり暗黄褐色土層 盛土 やや強い やや強い 2mm程度の白・青灰色の小粒を密に含む 赤褐色のブロックを含む

129 暗黄斑褐色土層 盛土 やや強い やや強い 3mm程度の白・青灰色の小潮をまばらに含む

130 暗榿褐色土層 盛土 やや強い やや強い 2cm程度の白色のクサレ礫をまれに含む

131 榿色混じり黄褐色土層 盛土 やや強い やや強い 2～3mm程度の白色の小粒をまばらに含む

132 礫混じり暗黄褐色土層 盛土 やや弱い やや強い 2mm程度の白・赤色の小粒をまばらに含む 7cm以下のクサレ礫をまれに含む

133 黄色混じり暗灰褐色土層 盛土 やや弱い 弱い 黄色のブロックを含む

134 赤褐色混じり暗黄褐色土層 盛土 弱い 弱い lmm程度の白色の小粒を密に含む

135 礫混じり暗榿褐色土層 盛土 やや強い 強い 5cm前後の円礫をまばらに含む

136 暗檀褐色土層 盛土 やや強い 強い 1～3cmの円礫」lcm以下のクサレ礫を含む
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137 礫混じり暗褐色土層 盛土 強い やや弱い 3～4cmの白・榿色のクサレ礫をまばらに含む

138 榿色混じり暗褐色土層 盛土 強い 弱い 5mm程度の青灰色の礫をまばらに含む

139 榿色混じり黒褐色土層 盛土 やや弱い 弱い 1～5mm程度の礫を非常にまばらに含む

140 暗褐色混じり暗黄褐色土層 盛土 やや弱い やや弱い lcm以下の白色の小礫をまれに含む

141 礫混じり榿褐色土層 盛土 やや弱い やや強い 1～2αn程度のクサレ礫をまばらに含む

142 暗榿褐色土層 盛土 やや強い やや弱い 黒色がまばらに入る

143 暗黄褐色土層 盛土 非常に強い 強い 榿色の大きなブロックを多く含む

144 黄色混じり淡黒褐色土層 盛土 非常に強い 弱い 5mm前後の小礫
145 赤褐色混じり黄榿褐色土層 盛土 やや強い 強い 5mm前後の小窯をまばらに含む

146 暗黄褐色土層 盛土 やや弱い やや強い 2～3mmの白色の粒子を密に含む

147 礫混じり暗榿褐色土層 盛土 やや弱い やや強い 1～2cmの白・黄・灰色のクサレ礫を少量含む

148 黄色混じり黒褐色土層 盛土 やや強い やや強い 黄色の粒子をまばらに含む

149 褐色混じり黄褐色土層 盛土 強い 強い 1cm程度の白色の礫をまばらに含む

150 暗黄褐色土層 盛土 強い 非常に強い 1cm以下の自・灰色の礫をまれに含む

151 黒褐色土層 盛土 ．やや弱い やや強い 2回目以下の白・灰色の言霊をまれに含む

152 榿色混じり暗黄褐色土層 盛土 強い やや強い lcm以下の自・灰色の円礫を含む

153 黄色混じり榿褐色土層 盛土 やや強い やや強い 1～2mm程度の白・灰色の礫をまれに含む

154 礫混じり黄榿褐色土層 盛土 やや強い やや弱い lcm以下の自・灰色の礫を含む

155 礫混じり暗褐色土層 盛土 やや強い やや強い 1～2mm程度の白・灰色の礫をまれに含む

156 礫混じり榿褐色土層 盛土 強い 強い 1～2mmの白・灰色の礫を含む

157 暗赤褐色混じり黄褐色土層 盛土 やや強い やや弱い 5mm程度の白・灰色の礫を含む．

158 灰色混じり黄褐色土層 盛土 強い やや強い 1cm以下の白・灰色の円礫をまれに含む

159 黒褐色混じり灰褐色土層 盛土 弱い やや強い 5mm程度の白・灰色の小礫をまれに含む

160 黒褐色土層 盛土 やや弱い やや強い 2cm以下の白・灰色の買取を含む

161 礫混じり暗黄褐色土層 盛土 やや強い． 強い 5cm以下の白・灰・榿・赤褐色のクサレ礫を多く含む

162 黄色混じり暗灰褐色土層 盛土 弱い 強い 黄色のブロックを含む

163 礫混じり暗黄褐色土層 盛土 やや強い やや強い 2mm程度の白・青灰色の小粒を密に含む 2cmほどの白色のクサレ礫をまばらに．含む

164 黄色混じり暗榿褐色土層 盛土 やや弱い 強い 5cm以下の円礫をまれに含む 5mm以下の白色のクサレ礫を含む

165 赤褐色混じり黄褐色土層 盛土 やや弱い 強い 3cm以下の白．・灰・出色のクサレ礫を含む

166 赤褐色混じり暗檀褐色土層 盛土 やや強い 強い 3cm以下の白・灰・燈色のクサレ礫を含む

167 黄灰色土層 盛土 やや強い 弱い 2～3cm程度のクサレ礫をまばらに含む

168 榿色混じり明褐色土層 盛土 やや強い 弱い 1cm以下のクサレ礫をまばらに含む

169 黄灰褐色土層 盛土 やや強い やや弱い 1cm以下のクサレ礫を含む

170 暗灰褐色土層 盛土 やや弱い 強い 0．5～1cm程度の小礫をまばらに含む

171 榿色混じり黄褐色土層 盛土 やや強い やや弱い lcm以下のクサレ礫を含む

172 礫混じり淡褐色土層 盛土 やや強い やや弱い 2～3cm程度のクサレ礫をまばらに含む

173 明黄榿褐色土層 盛土 強い 非常に強い 玉cm前後の円礫・クサレ礫をまばらに含む

茎74 黒色混じり黄褐色土層 盛土 強い 強い 5mm前後の小門を非常にまばらに含む

王75 黒色混じり檀褐色土層 盛土 やや強い 強い 0．5～1cmの白色の礫をまばらに含む．クサレ礫をまばらに含む

玉76 榿黄色混じり暗褐色土層 盛土 やや強い 強い 1～3cmの白灰色のクサレ礫をごくまれに含む 黄・榿色のブロックをまれに含む

177 檀色混じり暗褐色土層 盛土 強い やや弱い 3～5cm程度の白・青灰色の礫をまばらに含む

178 黒色混じり淡黄褐色土層 盛土 強い． 強い 5cm程度のクサレ礫をごくまれに含む

179 黒色混じり暗褐色土層 盛土 強い やや強い 1～3cmの白・黄・灰色の礫をまばらに含む クサレ礫をまばらに含む

180 礫混じり榿褐色土層 盛土 弱い 強い 赤色のブロックをまばらに含む

181 暗言色混じり黄褐色土層 盛土 やや強い やや弱い 3～5cm程度の白・青灰色の礫をまばらに含む 1cm以下の白色の礫をまばらに．含む

182 黒色混じり明褐色土層 盛土 強い やや強い 1～3cm程度の白・灰・黄色の礫をまばらに含む クサレ礫をまばらに含む

183 黄褐色土層 盛土 強い 強い lcm前後の灰色のクサレ礫をまぼらに含む

184 黒色混じり暗黄褐色土層 盛土 やや強い 強い 5mm前後の小礫を非常にまばらに含む

185 暗黄褐色土層 盛土 やや強い 強い 1cm前後の円礫を含む

186 榿色混じり黄褐色土層 盛土 やや強い 強い 5mm前後の小礫を非常にまばらに含む

187 赤色混じり暗黄褐色土層 盛土 強い 強い lcm以下の礫をまばらに含む

188 榿色混じり黒褐色土層 盛土 強い 強い 1cm前後の円礫・クサレ礫をまばらに含む

189 暗黄褐色混じり暗黒褐色土層 盛土 弱い 強い 榿色のブロックをまれに含む

190 明灰褐色土層 盛土 強い やや弱い lcm程度の白色の礫をごくまれに含む

191 黄色混じり灰褐色土層 盛土 強い やや強い 0．5～lcm程度の小礫をまばらに含む

192 盛土

193 黒色混じり黄榿褐色土層 盛土 やや強い やや強い 0、5～2cmの白色の礫をまばらに含む クサレ礫をまばらに含む

194 暗榿色混じり暗黄褐色土層 盛土 強い やや強い 5～8cn1程度の円礫をごくまれに含む 1～3cm程度の白・榿色の礫を多く含む

195 礫混じり暗黄褐色土層 盛土 やや強い やや弱い 1～5cm程度の青灰色の礫をまばらに含む

196 礫混じり黄榿褐色土層 盛土 やや強い やや強い 0．5～lcm程度の白・青灰．色の礫をまばらに含む

197 礫混じり明榿褐色土層 盛土． 強い 強い 1～3cm程度の礫を多く含む

198 暗褐色混じり黄褐色土層 盛土 やや強い やや強い． 3～5cm程度の白・青灰色の礫をまばらに含む

199 礫混じり暗黄褐色土層 盛土 やや強い やや弱い 5cm程度の白・青灰色の礫をまれに含む lcmほどの白色の礫を多く含む

200 灰色混じり暗黄褐色土層 盛土 強い 非常に強い 1～3cmの白・黄・灰色のクサレ礫をまばらに含む

201 黄色混じり暗榿褐色土層 盛土 強い 弱い lcm程度の白・黄・青灰色のクサレ礫をまばらに含む

202 赤色混じり暗黄褐色土層 盛土 強い やや強い 1cm程度の白色のクサレ礫をまばらに含む 黄・赤色のブロックを含む

203 灰色混じり暗赤褐色土層 盛土 やや弱い やや強い 灰褐色のブロックを含む

204 礫混じり榿褐色土層 盛土 やや強い やや強い 1cm程度の白・黄・灰色のクサレ礫を密に含む 3cmほどの円礫をまれに含む

205 暗褐色混じ淡榿褐色＝ヒ層 盛土 やや強い やや強い 1cm程度の白・黄・灰色のクサレ礫を密に含む

206 暗褐色混じり暗榿褐色土層 盛土 やや強い やや強い lcm程度の白・黄・灰色のクサレ礫を密に含む

207 礫混じり暗榿褐色土層 盛土 やや強い やや強い 2cm程度の白色の角礫をまばらに含む 6cmほどの角礫をまれに含む

208 礫混じり黄褐色土層 盛土 やや強い やや強い 2～5cm程度のクサレ礫を含む

209 礫混じり黄榿褐色土層 盛土 やや強い 強い 3～4cm程度のクサレ礫をまばらに含む

210 礫混じり黄褐色土層 盛土 強い 強い lcm前後のクサレ礫をまばらに含む

21圭 黄褐色土層 盛土 強い やや強い lcm前後の白いクサレ礫をまばらに含む

212 礫混じり榿褐色土層 盛土 やや強い 弱い 3cm前後の黄白色のクサレ礫をまばらに含む

2玉3 礫混じり褐色土層 盛土 やや強い やや強い 5mm前後の白・黄・青灰色の小粒を密に、5cmほどの白色の礫をまれに．含む

214 礫混じり暗黄褐色土層 盛土 やや強い やや強い 1cm前後の黒・黄・白色の円礫を含む 3cm前後のクサレ礫を含む

215 礫混じり櫨褐色土層 盛土 やや強い やや弱い 2～4cm大のクサレ礫をまばらに含む

216 暗灰色混じり暗榿褐色土層 盛土 非常に弱い   弱い 1～5cm前後のクサレ礫を含む

217 礫混じり暗榿褐色土層 盛土 やや強い    強い 2～3cm程度のクサレ礫をまばらに含む

218 礫混じり淡黄褐色土層 盛土 強い 弱い 1～2cm前後のクサレ礫を含む 1～2cm前後の円礫をまれに含む

219 暗榿褐色土層 盛土 やや強い やや強い 2～5cm程度の円礫を非常にまれに含む

220 礫混じり榿褐色土層． 盛土 非常に強い 強い 1～5cm前後のクサレ礫を含む

221 黄榿色混じり黄褐色土層 盛土 強い 強い 3cm程度の白・灰色の角礫をまれに含む

222 礫混じり暗黄榿褐色土層 盛土 強い 強い 5cm程度の白色のクサレ礫をまれに含む

223 暗赤色混じり黄褐色土層 盛土 強い 強い lcm以下の白色の小礫を含む

224 灰色混じり暗黄褐色土層 盛土 強い 強い 2cm程度の白・青灰色のクサレ礫を含む

225 礫混じり黄榿褐色土層 盛土 強い 強い lcm程度の白・黄・青灰色のクサレ礫を密に含む lcmほどの白色の礫をまれに含む

226 黄褐色混じり淡黄榿褐色土層 盛土 強い やや強い 黄・赤色のブロックを含む

227 淡榿褐色土層 盛土 強い 弱い 2mm程度の白色の小粒を含む

228 黄色混じり暗褐色土層 盛土 やや強い 非常に強い 黄・灰褐色のブロックをまばらに含む
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229 暗黄褐色土層 盛土 強い 弱い 2～5cm程度の小粒をまばらに含む 1cm程度の小礫をまれに含む

230 礫混じり暗黄褐色土層 盛土 やや強い やや弱い 3mm程度の白・黄・赤・青灰色のクサレ礫を含む

231 灰色混じり暗黄褐色土層 盛土 強い やや弱い 1mm程度の白色の小粒を含む

232 黒色混じり黄榿褐色土層    ’ 盛土 強い やや強い 5mm前後の小礫をまれに含む

233 榿色混じり褐色土層 盛土 やや強い やや強い 1～5mmの小礫をまれに含む 黄白色のクサレ礫を含む

234 礫混じり暗黄褐色土層 盛土 強い やや強い lcm前後の礫をまばらに含む

235 暗黄褐色土層 盛土 強い 非常に強い 1～3cm程度の白・灰色の礫をまばらに含む

236 礫混じり淡黄褐色土層 盛土 やや強い やや強い 1cm程度の白色の礫をまれに含む 10cm前後の礫をごくまれに含む

237 灰色混じり黄褐色土層 盛土 やや強い 強い 5mm程度の白・灰色のクサレ礫をまばらに含む

238 黄色混じり暗褐色土層 盛土 やや強い 強い 1～2mm程度の白色のクサレ礫をまれに含む

239 暗赤褐色混じり暗黄褐色土層 盛土 やや強い 強い 2mm程度の白色のクサレ礫をまばらに含む

240 礫混じり暗黄褐色土層 盛土 強い やや弱い 1～3cm程度のクサレ礫を含む 黄色のブロックをまばらに含む

241 礫混じり榿灰褐色土層 盛土 やや強い やや弱い 2～3cm程度のクサレ礫をまばらに含む

242 暗榿色混じり暗黄褐色土層 盛土 強い やや強い 5～8cm程度の円礫をごくまれに含む 1～3程度の白・榿色の礫を多く含む

243 暗黄褐色土層 盛土 強い 非常に強い 1～3cm程度の白・灰色の礫をまばらに含む 黄・榿色のクサレ礫をごくまれに．含む

244 榿色混じり暗黄褐色土層 盛土 強い 非常に強い 1～3cm程度の白・黄・灰色のクサレ礫を含む 5cm前後の円礫をまれに含む

245 灰色混じり榿褐色土層 盛土 強い 強い 3～5cm程度の青灰色の礫をまばらに含む 榿灰色のブロックをまばらに含む

246 榿灰色混じり暗黄褐色土層 盛土 強い やや弱い 5cm程度の白色の礫をごくまれに含む 1cmほどの青灰色の礫をまばらに含む

247 礫混じり暗黄褐色土層 盛土 強い 強い 10cm程度の榿白色の礫をごくまれに含む 1～3cmほどの白・榿・青灰色の礫を多く含む

248 暗黄榿褐色土層 盛土 強い 強い 榿色のブロックを含む

249 黄色混じり暗褐色土層 盛土 強い やや弱い lcm程度の白・黄・灰・赤色のクサレ礫を密に含む

250 燈灰色混じり暗黄褐色土層 盛土 強い やや強い 3～5cm程度の榿・青灰色の礫をまばらに含む

251 暗檀褐色土層 盛土 やや強い 強い 2cm程度の円礫を非常にまばらに含む 灰色のクサレ礫を多く含む

252 暗褐色混じり榿褐色±層 盛土 やや強い 弱い 1cm程度の白・黄・灰・赤色のクサレ礫を密に含む

253 礫混じり黄榿褐色土層 盛土 強い 強い 王～3cm程度の白・黄・榿色のクサレ礫をまばらに含む

254 明榿褐色土層 盛土 やや強い やや強い 1～2mm程度の臼・黄・灰色のクサレ礫をまばらに含む 5cm前後の円礫をまれに含む

255 礫混じり暗黄褐色土層 盛土 強い 強い 4cm程度の角礫をまれに含む 6cm程度の円礫をまれに含む

256． 礫混じり暗黄褐色土層 盛土 やや弱い やや強い 2～4cm程度のクサレ礫を含む

257 黄檀色混じり褐色土層 盛土 やや弱い やや弱い 1～3cm程度の礫をまばらに含む

258 赤褐色混じり暗爆弾褐色土層 盛土 強い やや強い 2cm程度の灰色の連星をまれに含む 10cm前後の円礫をごくまれに含む

259 礫混じり黄褐色土層 盛土 やや強い 非常に強い 1～3cm程度の臼・黄・灰色のクサレ礫をまばらに含む

260 礫混じり淡口褐色土層 盛土 やや弱い やや強い 2cm程度の白・黄色のクサレ礫をまばらに含む

261 赤褐色混じり暗榿褐色土層 盛土 やや弱い 強い lcm程度の白・青灰色のクサレ礫をまばらに含む 赤褐色のブロックを含む

262 黄色混じり暗赤褐色土層 盛土 強い 強い 5mm程度の臼・黄・青灰色のクサレ礫を密に、2cmほどの黄・灰色のクサレ礫をまばらに含む

263 礫混じり黄榿褐色土層 盛土 やや強い 強い 3cm以下の白・灰色のクサレ礫を含む、8cm以下の角・円礫を含む

264 赤褐色混じり暗褐色土層 盛土 やや強い やや強い 1cm程度の白・黄・青灰色のクサレ礫を密に含む 赤褐色のブロックを含む

265 淡榿褐色土層 盛土 やや強い やや弱い lmm程度の白色の粒をまばらに含む

266 礫混じり暗黄褐色土層 盛土 やや強い 強い 王cm程度の白・黄・灰・赤色のクサレ礫を密に含む

267 礫混じり暗黄褐色土層 盛土 やや強い 強い 1cm程度の白・灰・黒の礫をまばらに含む

268 黄色混じり淡黄褐色土層 盛土 やや強い 強い 5cm程度の白・灰色礫をまばらに含む．

269 黄榿色混じり褐色＝ヒ層 盛土 強い 強い 1cmの礫をまばらに含む

270 榿褐色土層 盛土 やや強い 強い lcm程度の臼・灰色のクサレ礫を含む

271 赤褐色混じり黄褐色土層 盛土 強い やや強い 4cm以下の白・灰色のクサレ礫を含む

272    暗赤褐色混じり暗黄褐色土層 盛土 やや強い 強い 7cm程度の黒色の礫をまれに含む

273 礫混じり暗榿褐色土層 盛土 強い やや強い 2～5cm程度のクサレ礫をまばらに含む

274 礫混じり榿褐色土層 盛土 やや強い 強い 3～4cm程度のクサレ礫をまばらに含む

275 礫混じり淡黄榿褐色土層 盛土 強い 強い 2～3cm程度のクサレ礫をまばらに會む

276 礫混じり暗榿灰色土層 盛土 強い 強い 1～2cm程度のクサレ礫をまばらに含む

277 榿褐色混じり暗黄褐色土層 盛土 やや弱い やや強い 2mm程度の白・黄・青灰色のクサレ礫を密に含む

278 赤褐色混じり黄褐色土層 盛土 やや強い 強い 赤色のブロックを密に含む

279 赤褐色混じり暗黄褐色土層 盛土 やや弱い やや強い 7cm以下の円礫をまれに含む 白・黄・青灰色のクサレ礫を密に含む

280 暗黄褐色土層 盛土 やや弱い やや強い 7cm以下のクサレ礫をまれに含む 2cm以下の白・黄・青灰色のクサレ礫をまばらに含む

281 灰色混じり黒褐色土層 盛土 弱い 非常に強い 灰色のブロックが入る

282 黒色混じり青灰色粘土 盛土 やや弱い 強い 284層中に含まれる粘土ブロック

283 榿色混じり暗黄褐色土層 盛土 やや強い 非常に強い 青灰色の粘土を含む．

284 赤褐色混じり暗榿褐色土層 盛土 強い 非常に強い クサレ礫を多量に含む

285 礫混じり黄褐色土層 盛土 強い 非常に強い クサレ礫を多量に含む

286 赤褐色混じり暗榿褐色土層 盛土 強い       非常に強い 5cm程度の白色の礫をまれに含む lcm程度の白・青灰色の礫をまばらに含む

287 灰色混じり暗黄褐色土層 盛土 強い 強い 1～3cm程度の白・青灰色の礫をまばらに含む

288 灰黄色混じり暗線褐色土層 盛土 強い 非常に強い lcm以下の白・青灰色の礫を密に含む 赤灰色のブロックをまばらに含む

289 淡赤褐色混じり暗黄褐色土層 盛土 強い 非常に強い 玉cm以下の白・青灰色の礫をまばらに含む

290 灰色混じり赤褐色土層 盛土 強い 強い 2cm程度の臼・黄・青灰色のクサレ礫を密に含む

291 導燈褐色混じり暗黄褐色土層 盛土 強い 非常に強い 1～3cm程度の白・青灰色の礫をまばらに含む

292 暗灰色混じり暗榿褐色土層 盛土 やや強い 非常に強い 5rnm程度の白色の礫をまばらに含む

293 灰色混じり黄橦褐色土層 盛土 強い 強い 2～5mm前後の白色の礫をまばらに含む

294 淡赤色混じり暗黄褐色土層 盛土 強い 非常に強い 1cm程度の白・青灰色の礫をまばらに含む 灰色のブロックをまれに含む

295 淡赤褐色混じり黄褐色土層 盛土 やや弱い 非常に強い 1～3cm程度の白・青色の礫をまばらに含む
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