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保存版！ 日本の洞窟・岩陰遺跡リスト
小野寺 秀和 (ONODERA, Hidekazu)※

※日本洞窟学会 ( 人類 ･ 考古分野 ) 所属
　              静岡県在住

北海道

1 フゴッペ洞窟 余市町 縄文・続縄文 5 岩屋洞穴 東通町岩屋 江戸

2 手宮洞窟 小樽市手宮 続縄文 6 牛滝洞穴 佐井村長後 擦文

3 美里洞窟 北見市上仁頃 縄文中期・近世 7 袰月洞穴 今別町 縄文晩期

4 大曲洞穴 網走市 縄文早期・前期 8 立石洞穴 平内町東滝 縄文後期・晩期

5 緑町岩陰 網走市 縄文 9 権現崎洞穴 小泊村 擦文

6 向陽ヶ丘洞穴 網走市 不明 10 松神洞穴 深浦町 不明

7 向陽下洞穴 網走市 縄文 岩手県

8 オタフク岩洞窟 羅臼町 続縄文 1 ひょうたん穴 岩泉町岩泉 縄文・弥生

9 キキリベツ洞穴 羅臼町岬町 不明 2 横穴洞穴 岩泉町岩泉 縄文晩期

10 飛仁帯洞穴 羅臼町海岸町 不明 3 大穴洞穴 岩泉町岩泉 縄文晩期

11 茂生洞穴 石狩市 縄文・続縄文・擦文 4 大北川明戸穴洞穴 岩泉町岩泉 縄文

12 岡島洞窟 石狩市 縄文～擦文 5 龍泉新洞 岩泉町岩泉 縄文草創期

13 増市岩陰 室蘭市 アイヌ文化 6 蝙蝠穴洞穴 岩泉町岩泉 縄文晩期

14 イタンキ洞穴 室蘭市東町 不明 7 赤穴洞穴 岩泉町岩泉 縄文・続縄文

15 茶津洞穴 積丹町美国 縄文 8 穴の口洞穴 岩泉町岩泉 縄文後期・晩期

16 美国洞穴 積丹町美国 不明 9 浅内洞穴 岩泉町岩泉 縄文晩期

17 神恵内観音洞穴 神恵内村 擦文時代・アイヌ文化 10 人穴洞穴 岩泉町岩泉 縄文晩期

18 照岸洞穴 泊村 縄文晩期・続縄文 11 相原洞穴 岩泉町安家 不明

19 茶津1号洞穴 泊村 縄文後・晩期・続縄文 12 布佐洞窟 一関市 縄文晩期

20 茶津2号洞穴 泊村 縄文後期 13 風穴洞穴 花巻市 旧石器

21 茶津3号洞穴 泊村 不明 14 アバクチ洞穴 花巻市 弥生

22 茶津4号洞穴 泊村 続縄文 15 馬場野洞穴 大槌町大槌 縄文

23 発足岩陰 共和町 続縄文～擦文 16 上城洞穴 住田町世田米 不明

24 小幌洞穴 豊浦町礼文華 縄文・続縄文・擦文 17 鬼丸洞穴 住田町世田米 不明

25 三十三尋洞穴 平取町岩知志 続縄文時代 18 地櫃割洞穴 住田町上有住 縄文後期

26 目名河蝕洞穴 新ひだか町 不明 19 小松洞穴 住田町上有住 縄文前～晩期

27 稲倉石岩陰 厚沢部町峠下 縄文後期・晩期 20 蔵王洞窟 住田町上有住 縄文早期～晩期

28 鮎川Ｂ洞窟 八雲町 不明 21 玉泉寺墓地裏洞穴 住田町上有住 縄文後期

29 貝取澗洞窟1 せたな町 不明 22 菅岩洞穴 住田町上有住 不明

30 貝取澗洞窟2 せたな町 続縄文 23 湧清水洞窟 住田町 縄文早期～晩期他

31 ツラツラ洞窟 せたな町 不明 24 御殿平洞穴 住田町 不明

32 長磯洞窟 せたな町 不明 25 船久保洞窟 紫波町船久保 縄文後～晩期・弥生

33 湯の尻洞窟 せたな町 不明 26 高金洞穴 一関市 縄文晩期

34 釜洞穴 北斗市 不明 27 長山田洞穴 一関市 縄文晩期

35 神丘洞窟 今金町鈴岡 不明 28 石川洞穴 一関市 縄文晩期

36 鈴岡洞窟 今金町鈴岡 不明 29 熊穴洞穴 一関市 縄文

37 沓形洞穴 利尻町沓形 不明 30 川底洞穴 一関市 不明

38 栗丘洞穴 岩見沢市 不明 31 姫穴洞穴 一関市 不明

39 富士見洞穴 喜茂別町富士見台 不明 32 箕穴洞穴 一関市 縄文

40 元場洞穴 増毛町岩尾村 不明 33 子安観音穴 一関市 不明

41 雄別洞穴 阿寒町雄別 不明 34 中上洞穴 一関市 不明

青森県 35 坂本洞穴 一関市 縄文

1 大穴洞穴 六ヶ所村 平安・江戸 36 山口洞穴 一関市 不明

2 不動洞窟 弘前市 縄文前期・後期 37 手代木洞穴 簗川町砂子沢 縄文・続縄文

3 九叟泊岩陰 むつ市 縄文・続縄文・擦文 38 鬼ヶ瀬洞穴 盛岡市川目 縄文後期

4 鬼洞門洞穴 東通町岩屋 近世 39 鬼ヶ瀬山洞穴 盛岡市根田茂 不明

         洞窟遺跡名               所在地          時代区分  


