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図版3　　崎戸層の斜層理（大瀬戸町松島ゼゼガ浦）
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図版4　　崎　戸　層　の　斜層　理（大瀬戸町松島ゼゼガ浦）



図版5　　間　瀬　層　の　斜　層　理（外海町オラビ瀬）
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　　　　　　図版6　間瀬層の斜層理（大島町徳万海岸）
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図版7　　間瀬層基底礫岩層中の脈石英（q）と結晶片岩礫（S）
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