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2 大泉学園町・北大泉町No.１遺跡 西大泉4－5他 包蔵地 縄奈平中 78 高野台1－8 包蔵地 縄

3 大泉学園町・北大泉町No.２遺跡 大泉学園町5－20他 集落跡 縄奈平中 79 高野台4－16他 包蔵地 縄近

4 大泉学園町・北大泉町No.３遺跡 大泉学園町5－1他 包蔵地 縄中 80 南田中5－14 包蔵地 縄

5 大泉学園町・北大泉町No.４遺跡 大泉学園町4－3他 包蔵地 縄 81 薬師堂遺跡 下石神井3－23他 包蔵地 縄

6 比丘尼橋（ﾋﾞｸﾆﾊﾞｼ）遺跡 大泉町2－1他 包蔵地・集落跡 旧縄弥近 82 南田中三丁目遺跡 南田中3－8他 集落跡 縄近

7 大泉打越（ｵｵｲｽﾞﾐｳﾁｺｼ）遺跡 大泉町6－24他 集落跡 縄弥平 83 下石神井3－25他 集落跡 旧縄古

8 大泉町5－6他 包蔵地 弥古奈平 84 富士見台三丁目遺跡 富士見台3－55他 集落跡 旧縄

9 橋戸B地点遺跡 大泉町4－37 包蔵地 縄 85 春木山遺跡 富士見台4－25他 包蔵地 旧縄

10 外かん道路関連遺跡 大泉町3丁目・4丁目 包蔵地・集落跡・その他（低湿地） 旧縄弥古奈平中近 86 堀北遺跡 富士見台4－34他 集落跡 縄古

11 越後山遺跡 大泉町1－19他 集落跡 縄弥古 87 石神井町1－14 集落跡 旧縄

13 越後山西遺跡 大泉町1丁目・3丁目 集落跡 旧縄弥 88 貫井1－34他 包蔵地 縄古奈平

15 大泉町2－32他 包蔵地 旧縄 89 中村橋遺跡 貫井2－8他 集落跡 旧縄弥古奈平

16 大泉町2－38 包蔵地 縄 91 貫井二丁目遺跡 貫井2－20他 集落跡・墓地跡 旧縄弥奈平近

17 大泉中里遺跡 大泉町2－56他 集落跡 旧縄 93 貫井3－15他 包蔵地 弥

18 大泉町1－44 包蔵地 旧縄弥 94 田島遺跡 貫井4－29他 集落跡 旧縄弥

20 丸山遺跡 大泉町3－4 集落跡 旧縄弥奈平 95 貫井5－4他 包蔵地 縄

21 橋戸Ａ地点遺跡 大泉町3－28 包蔵地 縄 98 尾崎（ｵｻｷ）遺跡 春日町5－11他 集落跡・墓地跡 旧縄弥奈平中近

22 八ヶ谷戸（ﾔﾂｶﾞﾔﾄ）遺跡 大泉町2－17他 集落跡 旧縄 100 早宮1－3他 集落跡 旧縄弥

23 大泉井頭（ｵｵｲｽﾞﾐｲｶﾞｼﾗ）遺跡 東大泉7－38他 集落跡 縄 101 中宮遺跡 早宮3－35他 集落跡 縄弥古

24 東大泉4－20他 地下式坑 中 102 早宮3－31他 包蔵地 旧

25 東大泉4－25他 包蔵地 縄 103 平和台1－14 包蔵地 縄弥

26 東大泉4－25 地下式坑 中 104 氷川台2－17他 集落跡 旧

28 東大泉2－20,21 包蔵地 縄弥 105 氷川台2－13 包蔵地 旧縄

29 外山（ﾄﾔﾏ）遺跡第１地点 東大泉3－10他 集落跡 旧縄 106 氷川台2－18　仲町小学校 包蔵地 縄

30 南大泉4－29他 包蔵地 縄 107 茂呂（ﾓﾛ）Ａ地点遺跡 羽沢3－12他 包蔵地 縄弥近

31 南大泉4－35他 包蔵地 縄弥 108 栗山遺跡・右馬頭（ｳﾏﾉｶﾐ）屋敷跡 練馬2－26他 集落跡・城館跡 旧縄弥古平中

34 二ツ塚（ﾌﾀﾂﾂﾞｶ） 関町南4－14 塚 近？ 112 桜台3－28　開進第三中学校 包蔵地 縄近

36 富士見池西方（ﾌｼﾞﾐｲｹｾｲﾎｳ）遺跡 関町北3－47他 集落跡 縄近 113 桜台6－5他 包蔵地 縄

37 川北遺跡 関町北4－21他 集落跡 旧縄近 114 高稲荷（ﾀｶｲﾅﾘ）遺跡 桜台6－25他 集落跡 旧縄弥

38 富士見池遺跡群 関町北3－44他 集落跡 旧縄中 115 栄町10 塚 近

42 武蔵関北遺跡 関町北4－16他 集落跡 旧縄 116 小竹遺跡 小竹町1－14他 集落跡 旧縄近

43 富士見池北遺跡 関町北4－25他 集落跡 旧縄 117 小竹町1－59 塚 近

44 上石神井3-12 塚 近 118 小竹町二丁目遺跡 小竹町2－30他 包蔵地 旧縄中近

45 城山遺跡・愛宕山塁（ｱﾀｺﾞﾔﾏﾙｲ） 上石神井3－31他 集落跡・城館跡 旧縄弥中 119 小竹町2－55他 包蔵地 縄

49 上石神井1－32他 包蔵地 縄 120 中村南遺跡 中村南1－24他 集落跡 旧縄古

50 石神井台遺跡・石神井城跡 石神井台1－18他 集落跡・城館跡 旧縄古奈平中近 122 中村南1－33他 包蔵地 縄近

56 石神井台1－31他 包蔵地 旧縄 123 豊玉南2－15 包蔵地 縄

57 扇山（ｵｳｷﾞﾔﾏ）遺跡 石神井台4－10他 集落跡 旧縄 124 豊玉南2－15　氷川神社 塚 近

58 石神井台7－12他 集落跡 旧 126 豊玉南3－5他 包蔵地 縄

59 下石神井6－36他 包蔵地 縄 127 豊玉南3－32他 集落跡 旧縄

60 下石神井6－17 包蔵地 旧縄 128 北新井遺跡 豊玉北2－17他 集落跡 旧縄近

61 下石神井6－1他 包蔵地 縄 129 栗原遺跡 氷川台1－6他 集落跡 旧縄弥奈平

62 石神井町1－6他 包蔵地 縄 130 練馬城跡 向山3－25他 集落跡・城館跡 旧縄弥古奈平中

64 池淵遺跡 石神井町5－16他 集落跡 旧縄弥古中 143 東早淵遺跡 早宮1－18他 集落跡 旧縄弥古平

68 石神井町3－9他 包蔵地 旧縄 146 葛原（ｸｽﾞﾊﾗ）遺跡Ｂ地点 関町北2－25他 集落跡 旧縄

69 和田遺跡 石神井町3－21他 集落跡 旧縄 148 弁天池低湿地（ﾍﾞﾝﾃﾝｲｹﾃｲｼｯﾁ）遺跡 東大泉3－59他 包蔵地 縄中近

70 土支田4－28他 包蔵地 縄 149 稲荷山遺跡 大泉町1－3他 集落跡 縄

72 高松1－19他 包蔵地 縄 150 愛宕下（ｱﾀｺﾞｼﾀ）遺跡 大泉町4－3他 集落跡 旧縄弥近

73 高松二丁目遺跡 高松2－9他 集落跡 旧縄 151 大泉中島遺跡 大泉学園町2－2他 集落跡 旧縄

74 旭町3－6 包蔵地 旧縄 152 南於林（ﾐﾅﾐｵﾊﾔｼ）遺跡 豊玉中1－15他 包蔵地・その他（水田跡） 旧縄古

75 旭町3－31他 包蔵地 縄弥 153 小竹東遺跡 小竹町2－4他 包蔵地 縄

76 北薬師堂遺跡 高野台1－3 包蔵地 縄 154 外山（ﾄﾔﾏ）遺跡第２地点 東大泉3－34他 集落跡 旧縄古近

77 高野台1－7 塚 近 155 比丘尼橋（ﾋﾞｸﾆﾊﾞｼ）遺跡C地点 東大泉2－27他 集落跡 旧縄
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