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Programme 
英文プログラム





Lecture & Symposia　　
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Lecture of the Mammalogical Society Prize 2010
2010 PL-1 Dr. Noriyuki Ohtaishi 10 Sep. (Sat.): 13:00～13:40

2010 PL-2 Dr. Kimiyuki Tsuchiya 10 Sep. (Sat.): 13:40～14:20

Lecture for the Encouragement Prize of the Mammalogical Society of Japan

2011 PL-3
Dr. Naoki Ohnishi
 (Forestry and Forest Products Research Institute) 10 Sep. (Sat.): 14:20～14:40

2011 PL-4
Dr. Takeshi Honda
 (Yamanashi Prefecture Agricultural Research Center) 10 Sep. (Sat.): 14:40～15:00

2010 PL-5 Dr. Yamato Tsuji (Univ. of Kyoto) 11 Sep. (Sun.): 9:10～9:30

10 Sep. (Sat.): 15:30～18:30

S1-0 Toshitaka Iwamoto (Univ. of Miyazaki)

S1-1 Shinsuke Sakamoto (Univ. of Miyazaki)

S1-2 Naoko Higuchi (Earthworm)

S1-3 Masako Izawa (Univ. of the Ryukyus)

S1-4 Naofumi Nakagawa (Univ. of Kyoto)

Resting and Running
11 Sep. (Sun.): 10:00～12:00

S2-0 Tetsuo Morita (Univ. of Miyazaki)

S2-1 Noriaki Kondo (Univ. of Tamagawa)

S2-2 Naomi Wada (Univ. of Yamaguchi)

11 Sep. (Sun.): 13:00～15:00

S3-0 Takashi Saitoh (Hokkaido University)

S3-1 Hang Lee (Conservation Genome Resource Bank for Korean Wildlife)

S3-2 Motokazu Ando (Tokyo University of Agriculture)

S3-3 Po-Jen Chiang (Tunghai University)

Symposium by the International Exchange Committie:

Extinct mammalian species in East Asia: why did they become extinct?

Open Symposium 2:

Open Symposium 1:

Evolution of Mammal Societies



Workshops　　
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8 September（Thurs.）18:45～20:30

Room E「大淀：Oyodo」 F-１

Room F「尾鈴：Osuzu」 F-２

Room R「中会議室：
Chukaigishitsu」

F-３



8 Sep. (Thu.) - 11 Sep. (Sun.) 　　
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9 September（Fri.）9:00～10:45

Room A「日向: Himuka」 F-４

Room B「紅：Kurenai」 F-５

Room C「初雁：
Hatsukari」

F-６

Room D「大虹：Oniji」 F-７



Workshops　　
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9 September（Fri.）13:00～14:45

Room F「尾鈴：Osuzu」 F-８

9 September（Fri.）15:15～17:00

Room A「日向: Himuka」 F-９

Room F「尾鈴：Osuzu」 F-10



8 Sep. (Thu.) - 11 Sep. (Sun.) 　　
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9 September（Fri.）18:45～20:30

Room E「大淀：Oyodo」 F-11

Room F「尾鈴：Osuzu」 F-12

Room Q「大会議室：
Daikaigishitsu」

F-13



Workshops　　
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Room R「中会議室：
Chukaigishitsu」

F-14

11 September（Sun.）10:15～12:00

Room Q「大会議室：
Daikaigishitsu」

F-15



8 Sep. (Thu.) - 11 Sep. (Sun.) 　　
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Room R「中会議室：
Chukaigishitsu」

F-16

11 September（Sun.）13:00～14:45
Room Q「大会議室：
Daikaigishitsu」

F-17

Room R「中会議室：
Chukaigishitsu」

F-18



Oral session
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Room A　Miyazaki Kanko Hotel「日向: Himuka」　 Section 1   11:00 ～ 12:00　

Room A　Miyazaki Kanko Hotel「日向: Himuka」　  Section 2  13:00 ～ 15:00　

Room B　Miyazaki Kanko Hotel「紅：Kurenai」　Section 1 　11:00 ～ 12:00



9 Sep. (Fri.)  11:00 〜 17:00　　
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Room B　Miyazaki Kanko Hotel「紅：Kurenai」　 Section 2 　 13:00 ～ 15:00

Room B　Miyazaki Kanko Hotel「紅：Kurenai」　Section 3   15:15 ～ 17:00



Oral session
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Room C　Miyazaki Kanko Hotel「初雁：Hatsukari」　Section 1   11:00 ～ 12:00

Room C　Miyazaki Kanko Hotel「初雁：Hatsukari」　Section 2 　  13:00 ～ 15:00



9 Sep. (Fri.)  11:00 〜 17:00　　
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Room C　Miyazaki Kanko Hotel「初雁：Hatsukari」　Section 3   15:15 ～ 17:00

Room D　Miyazaki Kanko Hotel「大虹：Oniji」　Section 1   11:00 ～ 12:00

Room D　Miyazaki Kanko Hotel「大虹：Oniji」　Section 2   13:00 ～ 15:00



Oral session
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Room D　Miyazaki Kanko Hotel「大虹：Oniji」　Section 3   15:15 ～ 17:00
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 Poster session                                                9 Sep. (Fri.) - 11 Sep. (Sun.)   Room P　
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Poster session



 9 Sep. (Fri.) - 11 Sep. (Sun.)   Room P　
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Poster session
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237



Poster session
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 9 Sep. (Fri.) - 11 Sep. (Sun.)   Room P　
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大会参加者名簿（事前登録者・発表者）
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氏　　名 所　　属 発　表 懇親会
相本　実希 山口大学農学研究科
青井　俊樹 岩手大学農学部 ○
明石　信廣 北海道立総合研究機構林業試験場 B2-8 ○
浅田　正彦 千葉県生物多様性センター Pb-58, F-2 ○
淺野　玄 岐阜大学応用生物科学部 ○
浅原　正和 京都大学大学院理学研究科 D2-5 ○
浅利　裕伸 株式会社　長大 Pb-39, F-3 ○
葦田　恵美子 NPO法人 四国自然史科学研究センター Pa-7
姉崎　智子 群馬県立自然史博物館 Pb-60
阿部　瑛理香 東京海洋大学大学院 C3-4
阿部　豪 兵庫県立大学／兵庫県森林動物研究センター B1-3, F-9 ○
阿部　愼太郎 環境省那覇自然環境事務所 ○
阿部　悠 琉球大学理学部海洋自然科学科生物系伊澤研究室 ○
新井　あいか 鹿児島国際大学大学院 D1-3 ○
新井　智 国立感染症研究所感染症情報センター Pb-4
荒木　良太 財団法人自然環境研究センター F-2 ○
An Junghwa National Ecological Institute, Ministry of Environment, Korea D3-6 ○
安藤　正規 岐阜大学応用生物科学部 ○
安藤　元一 東京農業大学 S3 ○
Lee Seojin College of Veterinary Medicine, Seoul National University Pb-2 ○
Lee Hang College of Veterinary Medicine, Seoul National University S3 ○
Lee Mu-Yeong College of Veterinary Medicine, Seoul National University D3-7 ○
Lee Yun Sun College of Veterinary Medicine, Seoul National University Pa-36 ○
飯島　勇人 山梨県森林総合研究所 F-17 ○
飯田　弘 九州大学農学研究院動物学分野 ○
池田　貴子 北海道大学大学院 Pb-73 ○
池田　敬 東京農工大学大学院 Pa-40 ○
池田　透 北海道大学大学院文学研究科 B1-1 ○
伊吾田　宏正 酪農学園大学 Pa-44 ○
伊澤　雅子 琉球大学理学部 S1 ○
石井　信夫 東京女子大学 ○
石澤　祐介 中部大学大学院 Pb-15
石田　彩佳 帯広畜産大学野生動物学研究室 Pb-71 ○
石田　健 東京大学大学院 Pb-49
石田　寛明 富山大学大学院 ○
石田　麻里 美祢市立秋吉台科学博物館 ○
泉　大智 熊本大学大学院自然科学研究科 ○
市川　哲生 株式会社環境アセスメントセンター北信越支社 Pa-54, Pa-55
井出　貴彦 NPO法人日本ウミガメ協議会 ○
伊藤　亮 京都大学野生動物研究センター Pb-14 ○
稲富　佳洋 道総研環境科学研究センター B3-1 ○
犬塚　則久 東京大学大学院 C1-2
井上　英治 京都大学大学院理学研究科 Pb-75 ○
井上　剛 野外科学 ○
井上　共 岡山理科大学 Pb-83 ○
井原　庸 財団法人 広島県環境保健協会 Pa-23 ○
井門　彩織 東京農業大学　野生動物学研究室 Pb-79 ○
岩崎　俊秀 独立行政法人水産総合研究センター遠洋水産研究所 Pa-74
岩下　明生 東京農業大学農学研究科畜産学専攻野生動物学研究室 Pb-62 ○
岩渕　真奈美 キープやまねミュージアム／宮崎大学大学院 ○
岩本　俊孝 宮崎大学教育文化学部生物学教室 S1 ○
上田　弘則 近畿中国四国農業研究センター Pa-51 ○
上野　真由美 北海道立総合研究機構　環境科学研究センター F-17 ○
宇野　壮春 合同会社宮城・野生動物保護管理センター ○
鵜野　レイナ 慶應義塾大学先端生命科学研究所 F-8
浦口　宏二 北海道立衛生研究所 C3-7 ○
江成　広斗 宇都宮大学農学部附属里山科学センター F-9 ○
海老名　健 麻布大学
海老原　寛 麻布大学大学院 Pa-8, F-4
遠藤　晃 南九州大学・人間発達学部 Pa-48, F-7 ○
遠藤　秀紀 東京大学総合研究博物館 ○
大河原　陽子 琉球大学 Pb-76
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氏　　名 所　　属 発　表 懇親会
大久保　慶信 宮崎大学大学院農工研究科 Pb-27,  F-16 ○
大島　有理 岡山理科大学 Pb-19 ○
大泰司　紀之 北海道大学総合博物館 受賞講演 ○
大舘　智志 北海道大学低温科学研究所  F-14
大谷　洋介 京都大学　霊長類研究所 Pa-11 ○
大津　綾乃 麻布大学大学院 Pa-27
大西　尚樹 森林総合研究所東北支所 受賞講演 ○
大野　愛子 熊本県立大学大学院 A2-8 ○
大場　孝裕 静岡県農林技術研究所森林・林業研究センター Pa-18 ○
大橋　真吾 岩手大学大学院連合農学研究科 Pb-78
岡田　充弘 長野県林業総合センター Pa-43 ○
奥田　圭 東京農工大学大学院 Pb-17 ○
奥村　忠誠 野生動物保護管理事務所 Pa-15 ○
奥村　栄朗 独立行政法人 森林総合研究所 四国支所 ○
奥村　みほ子 埼玉県立自然の博物館 Pb-41 ○
奥山　希 宮崎大学農学部 Pb-7 ○
小倉　剛 琉球大学
小鹿　登美 西三河野生生物研究会
押田　龍夫 帯広畜産大学 F-6 ○
織田　銑一 岡山理科大学 F-10 ○
小田　千寿江 岡山理科大学理学部動物学科 動物育種・保全学研究室 Pb-10 ○
小野　清哉 琉球大学大学院農学研究科亜熱帯動物学講座 Pb-51 ○
小畑　圭 琉球大学大学院 Pb-56 ○
覚張　隆史 東京大学大学院 B2-2 ○
加古　菜甫子 麻布大学
重昆　達也 埼玉県入間市 ○
梶　光一 東京農工大学大学院農学研究院 F-17 ○
樫村　敦 宮崎大学　農学部 ○
加藤　悟郎 宮崎大学大学院 Pb-28 ○
加藤　真友美 三重大学生物資源学部
金治　佑 （独）水産総合研究センター　遠洋水産研究所 Pa-75 ○
金子　賢太郎 株式会社緑生研究所 Pa-16 ○
金子　弥生 東京農工大学 Pb-77, F-1, F-6 ○
金子　之史 香川県坂出市在住 A2-2 ○
金城　芳典 NPO法人四国自然史科学研究センター Pb-57 ○
亀井　利活 岐阜大学応用生物科学部 Pa-38 ○
河合　久仁子 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター D2-1 ○
河内　紀浩 八千代エンジニヤリング株式会社 Pb-55 ○
川上　司 福山大学 生命工学部 生物工学科 Pb-25 ○
川添　達朗 京都大学大学院理学研究科 Pa-10
川田　伸一郎 国立科学博物館動物研究部 A1-3 ○
河村　功一 三重大学 F-15 ○
木内　政寛 東京農業大学大学院 Pa-76 ○
菊地　文一 東京都多摩動物公園 A1-4 ○
岸本　康誉 兵庫県立大学 B2-6 ○
岸元　良輔 長野県環境保全研究所 Pa-58 ○
木戸　きらら 信州大学大学院農学研究科 Pa-67
Kim Sang In College of Veterinary Medicine, Seoul National University D3-4 ○
Kim Dong Youn College of Veterinary Medicine, Seoul National University Pb-72 ○
金　炫稹 東京農業大学 D1-2
木村　順平 College of Veterinary Medicine, Seoul National University S3 ○
清田　雅史 水産総合研究センター遠洋水産研究所 C2-8, F-4 ○
久高　奈津子 やんばる自然研究会 Pb-30
蔵本　洋介 東京農工大学農学部 Pb-64 ○
栗田　博之 大分市教育委員会 C2-4, F-7 ○
栗原　智昭 MUZINA Press B3-4
栗原　望 国立科学博物館動物研究部 Pa-33, F-10 ○
黒瀬　奈緒子 北里大学獣医学部生物環境科学科生態管理学研究室 Pb-70
小泉　透 森林総合研究所 ○
小泉　政啓 東京有明医療大学 F-11
小泉　有希 京都大学大学院理学研究科動物学教室
郷　もえ 京都大学霊長類研究所 Pa-13 ○
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幸田　良介 京都大学生態学研究センター Pa-28 ○
小金澤　正昭 宇都宮大学農学部附属演習林 Pa-60 ○
小澤　幸重 歯と骨の訪問研究室 Pb-84, C1-3
小島　悠 岡山理科大学大学院 Pa-83 ○
越本　知大 宮崎大学フロンティア科学実験総合センター F-16 ○
小菅　園子 株式会社　大同分析リサーチ
小寺　祐二 宇都宮大学農学部 F-9
後藤　慈 山口大学大学院連合獣医学研究科 C1-1 ○
後藤　優介 立山カルデラ砂防博物館 Pa-68 ○
小林　淳宏 岡山理科大学理学部動物学科 動物育種・保全学研究室 Pb-8 ○
小林　秀司 岡山理科大学動物学科 F-15 ○
小林　峻 琉球大学大学院理工学研究科 Pb-46
小林　万里 東京農業大学 C3-2 ○
子安　和弘 愛知学院大学歯学部解剖学講座 ○
小薮　大輔 京都大学総合博物館 D2-8, S3 ○
近藤　茂則 大阪コミュニケーションアート専門学校 ○
近藤　宣昭 玉川大学学術研究所 S2 ○
近藤　麻実 北海道立総合研究機構 Pa-62, F-8 ○
近藤　祐志 宮崎大学大学院 Pb-13 ○
斉田　栄里奈 兵庫県森林動物研究センター Pa-20 ○
齊藤　隆 北海道大学フィールド科学センター S3,  F-16 ○
齋藤　千明 独立行政法人海洋研究開発機構 C3-5
斎藤　昌幸 横浜国立大学大学院環境情報研究院 Pa-85 ○
佐伯　真美 野生動物保護管理事務所 Pa-2 ○
酒井　悠輔 宮崎大学農学部 Pb-32 ○
坂田　拓司 熊本市立千原台高等学校 Pb-47 ○
坂田　宏志 兵庫県立大学 F-13
坂牧　はるか 岩手大学大学院 連合農学研究科 ○
坂本　信介 宮崎大学フロンティア科学実験総合センター S1, F-16 ○
相良　直彦 元京都大学 Pb-6 ○
酒向　貴子 宮内庁 ○
佐々木　茂樹 横浜国立大学大学院 Pb-53 ○
佐鹿　万里子 北海道大学大学院　獣医学研究科　野生動物学教室 ○
佐藤　和彦 朝日大学歯学部口腔解剖学分野 Pb-22 ○
佐藤　淳 福山大学 生命工学部 生物工学科 D3-5 ○
佐藤　喜和 日本大学生物資源科学部 B3-3, F-8 ○
澤田　誠吾 島根県中山間地域研究センター Pa-57 ○
塩野崎　和美 京都大学大学院　地球環境学舎 Pb-81 ○
鹿野　たか嶺 社団法人　北海道開発技術センター Pa-47 ○
七條　宏樹 宮崎大学大学院 Pb-12 ○
篠原　明男 宮崎大学フロンティア科学実験総合センター ○
渋谷　未央 東京農業大学大学院生物産業学研究科 Pa-72 ○
島田　卓哉 森林総合研究所東北支所 F-16 ○
嶌本　樹 日本大学生物資源科学部 F-3 ○
嶋本　祐子 麻布大学大学院
清水　晶平 長岡技術科学大学 ○
姜　兆文 野生動物保護管理事務所 Pa-39 ○
城ヶ原　貴通 岡山理科大学理学部動物学科 F-14, F-15 ○
城ヶ原　ゆう 岡山理科大学大学院 F-15 ○
城後　由里 広島大学大学院生物圏科学研究科 Pa-52 ○
白井　啓 野生動物保護管理事務所 C2-1
白井　尚弘 岡山理科大学理学部動物学科動物育種・保全学研究室 Pb-9 ○
白子　智康 中部大学大学院 Pb-16
白銀　友美子 東京農業大学大学院 ○
新宅　勇太 京都大学大学院理学研究科動物学教室動物系統学研究室 Pb-23 ○
杉浦　秀樹 京都大学　野生動物研究センター Pa-12
杉浦　義文 麻布大学 Pa-30
杉浦　里奈 名城大学大学院農学研究科 B3-6 ○
鈴木　克哉 兵庫県立大／兵庫県森林動物研究センター Pa-3 ○
鈴木　圭 岩手大学大学院 Pb-38 ○
鈴木　聡 京都大学大学院理学研究科動物学教室 Pb-82, D2-4 ○
鈴木　哲 関西大学 ○
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氏　　名 所　　属 発　表 懇親会
幸田　良介 京都大学生態学研究センター Pa-28 ○
小金澤　正昭 宇都宮大学農学部附属演習林 Pa-60 ○
小澤　幸重 歯と骨の訪問研究室 Pb-84, C1-3
小島　悠 岡山理科大学大学院 Pa-83 ○
越本　知大 宮崎大学フロンティア科学実験総合センター F-16 ○
小菅　園子 株式会社　大同分析リサーチ
小寺　祐二 宇都宮大学農学部 F-9
後藤　慈 山口大学大学院連合獣医学研究科 C1-1 ○
後藤　優介 立山カルデラ砂防博物館 Pa-68 ○
小林　淳宏 岡山理科大学理学部動物学科 動物育種・保全学研究室 Pb-8 ○
小林　秀司 岡山理科大学動物学科 F-15 ○
小林　峻 琉球大学大学院理工学研究科 Pb-46
小林　万里 東京農業大学 C3-2 ○
子安　和弘 愛知学院大学歯学部解剖学講座 ○
小薮　大輔 京都大学総合博物館 D2-8, S3 ○
近藤　茂則 大阪コミュニケーションアート専門学校 ○
近藤　宣昭 玉川大学学術研究所 S2 ○
近藤　麻実 北海道立総合研究機構 Pa-62, F-8 ○
近藤　祐志 宮崎大学大学院 Pb-13 ○
斉田　栄里奈 兵庫県森林動物研究センター Pa-20 ○
齊藤　隆 北海道大学フィールド科学センター S3,  F-16 ○
齋藤　千明 独立行政法人海洋研究開発機構 C3-5
斎藤　昌幸 横浜国立大学大学院環境情報研究院 Pa-85 ○
佐伯　真美 野生動物保護管理事務所 Pa-2 ○
酒井　悠輔 宮崎大学農学部 Pb-32 ○
坂田　拓司 熊本市立千原台高等学校 Pb-47 ○
坂田　宏志 兵庫県立大学 F-13
坂牧　はるか 岩手大学大学院 連合農学研究科 ○
坂本　信介 宮崎大学フロンティア科学実験総合センター S1, F-16 ○
相良　直彦 元京都大学 Pb-6 ○
酒向　貴子 宮内庁 ○
佐々木　茂樹 横浜国立大学大学院 Pb-53 ○
佐鹿　万里子 北海道大学大学院　獣医学研究科　野生動物学教室 ○
佐藤　和彦 朝日大学歯学部口腔解剖学分野 Pb-22 ○
佐藤　淳 福山大学 生命工学部 生物工学科 D3-5 ○
佐藤　喜和 日本大学生物資源科学部 B3-3, F-8 ○
澤田　誠吾 島根県中山間地域研究センター Pa-57 ○
塩野崎　和美 京都大学大学院　地球環境学舎 Pb-81 ○
鹿野　たか嶺 社団法人　北海道開発技術センター Pa-47 ○
七條　宏樹 宮崎大学大学院 Pb-12 ○
篠原　明男 宮崎大学フロンティア科学実験総合センター ○
渋谷　未央 東京農業大学大学院生物産業学研究科 Pa-72 ○
島田　卓哉 森林総合研究所東北支所 F-16 ○
嶌本　樹 日本大学生物資源科学部 F-3 ○
嶋本　祐子 麻布大学大学院
清水　晶平 長岡技術科学大学 ○
姜　兆文 野生動物保護管理事務所 Pa-39 ○
城ヶ原　貴通 岡山理科大学理学部動物学科 F-14, F-15 ○
城ヶ原　ゆう 岡山理科大学大学院 F-15 ○
城後　由里 広島大学大学院生物圏科学研究科 Pa-52 ○
白井　啓 野生動物保護管理事務所 C2-1
白井　尚弘 岡山理科大学理学部動物学科動物育種・保全学研究室 Pb-9 ○
白子　智康 中部大学大学院 Pb-16
白銀　友美子 東京農業大学大学院 ○
新宅　勇太 京都大学大学院理学研究科動物学教室動物系統学研究室 Pb-23 ○
杉浦　秀樹 京都大学　野生動物研究センター Pa-12
杉浦　義文 麻布大学 Pa-30
杉浦　里奈 名城大学大学院農学研究科 B3-6 ○
鈴木　克哉 兵庫県立大／兵庫県森林動物研究センター Pa-3 ○
鈴木　圭 岩手大学大学院 Pb-38 ○
鈴木　聡 京都大学大学院理学研究科動物学教室 Pb-82, D2-4 ○
鈴木　哲 関西大学 ○
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鈴木　仁 北海道大学院環境科学研究院 A2-4,  F-16 ○
清野　紘典 野生動物保護管理事務所 関西分室 Pa-5
関　香菜子 京都大学大学院 ○
關　義和 東京農工大学大学院 Pb-63 ○
関谷　伸一 新潟県立看護大学 F-11 ○
瀬戸　隆之 東京農工大学野生動物保護学研究室 Pa-26 ○
曽我　昌史 東京農工大学農学腑 Pb-69 ○
曽根　啓子 愛知学院大学歯学部 Pb-31, F-15 ○
Sohn Joonhyuk College of Veterinary Medicine, Seoul National University D3-2 ○
高田　まゆら 帯広畜産大学 ○
高田　靖司 愛知学院大学 Pb-24 ○
高槻　成紀 麻布大学獣医学部 Pb-65, F-12 ○
高橋　菜里 北海道大学環境科学院生態系変動解析分野 Pa-73 ○
高橋　広和 岩手大学 Pa-69 ○
高橋　裕史 森林総研関西 B2-5 ○
高柳　敦 京都大学大学院農学研究科 pa-42 ○
瀧井　暁子 信州大学大学院総合工学系研究科 Pa-19 ○
瀧口　晴嵩 麻布大学 Pa-35
武市　有加 帯広畜産大学野生動物学研究室 Pb-33 ○
竹下　和貴 東京農工大学大学院
竹下　毅 小諸市役所農林課森林整備係 F-1
田島　木綿子 国立科学博物館 F-11 ○
田尻　研介 信州大学大学院農学研究科 Pa-41 ○
多田　智記 東京農業大学大学院生物産業学研究科生物生産学専攻 D1-1
立木　靖之 特定非営利活動法人EnVision環境保全事務所 B3-2
立澤　史郎 北海道大学 B2-3, F-2 ○
立石　隆 無職 ○
立脇　隆文 兵庫県森林動物研究センター ○
田戸　裕之 山口県農林総合技術センター Pa-56
田中　豊人 東京都健康安全研究センター ○
檀上　理沙 信州大学大学院農学研究科 Pa-37 ○
Chiang Po-Jen 東海大学生命科学系野生動物生態学研究室 S3 ○
竹菴　明日香 横浜市立野毛山動物園 ○
塚田　英晴 農研機構　畜産草地研究所 B2-1 ○
辻　知香 岐阜大学大学院連合獣医学研究科 ○
辻　大和 京都大学霊長類研究所 D2-2, F-12, 受賞講演 ○
土屋　公幸 株式会社　応用生物 受賞講演 ○
坪田　敏男 北海道大学大学院獣医学研究科 ○
坪山　佳織 総合研究大学院大学 Pa-14 ○
釣賀　一二三 北海道立総合研究機構 Pa-61 ○
出口　智久 宮崎市フェニックス自然動物園 ○
寺田　千里 北大・環境科学院 Pa-32 ○
土居　理雅 三重大学 C2-3
常田　邦彦 （財）自然環境研究センター ○
渡久地　花英手 琉球大学院　農学研究科 Pb-52 ○
土光　智子 横浜国立大学大学院　環境情報研究院　小池研究室 Pa-86 ○
戸田　美樹 麻布大学
友澤　森彦 慶應義塾大学自然科学研究教育センター Pb-26,  F-16 ○
長尾　由美 無所属
中川　恒祐 (株)野生動物保護管理事務所　関西分室 Pa-63 ○
中川　尚史 京都大学大学院理学研究科 S1, F-12 ○
中川　雅允 （株）緑生研究所 ○
永里　歩美 鹿児島国際大学大学院 D1-4 ○
中下　留美子 森林総合研究所 Pa-64 ○
中島　絵里 財団法人自然環境研究センター ○
永島　百合 岩手大学　大学院　農学研究科 Pb-67
中田　勝士 環境省やんばる野生生物保護センター Pb-48 ○
中田　圭亮 北海道立総合研究機構森林研究本部 ○
中西　希 琉球大学理工学研究科 Pb-80, F-1 ○
中村　圭太 琉球大学理学部
中村　幸子 兵庫県立大学/兵庫県森林動物研究センター B3-7 ○
中村　夢奈 山形大学大学院 Pb-36



大会参加者名簿（事前登録者・発表者）

244

氏　　名 所　　属 発　表 懇親会
中本　敦 岡山県環境保健センター C3-6 ○
那須　哲夫 宮崎大学 ○
西　信介 鳥取県生活環境部公園自然課 Pa-65 ○
布目　三夫 名古屋大学大学院生命農学研究科動物遺伝制御学研究分野 ○
野口　裕美子 山口大学農学部 Pa-25
野呂　美紗子 社団法人北海道開発技術センター Pa-46 ○
Park Ha Young Department of Green Life Science, Sangmyung University Pa-82
橋本　真紀 帯畜大野生動物 Pb-21 ○
長谷川　善和 群馬県立自然史博物館 ○
畑瀬　淳 広島市 ○
服部　薫 独立行政法人水産総合研究センター北海道区水産研究所 Pa-79 ○
羽根田　貴行 東京農業大学 C3-1 ○
馬場　稔 北九州市立自然史・歴史博物館 F-3 ○
濱崎　伸一郎 株式会社野生動物保護管理事務所 F-2 ○
浜田　宏和 岡山理科大学理学部動物学科動物保全育種学研究室 Pb-34 ○
早川　美波 信州大学理学部生物科学科
林　聡彦 株式会社ネイテック ○
原田　正史 大阪市立大学大学院医学研究科 ○
Vanden Elzen John Lotek Wireless ○
東　加奈子 山口大学大学院 Pb-37 ○
東出　大志 新潟大学大学院自然科学研究科 F-8
樋口　尚子 NPO法人あーすわーむ S1, F-12
平井　洸次 岡山理科大学理学部動物学科動物保全育種学研究室 Pb-11 ○
平川　浩文 森林総合研究所　北海道支所 B1-2 ○
平田　滋樹 長崎県農林部 F-9 ○
福井　大 National Institute of Biological Resources, Korea F-10 ○
福江　佑子 NPO法人生物多様性研究所あーすわーむ Pb-61, F-1 ○
福岡　恵子 京都大学大学院理学研究科 D2-3 ○
福原　亮史 株式会社南西環境研究所 Pb-50 ○
藤井　猛 広島県自然環境課 ○
藤井　直紀 富士常葉大学附属環境防災研究所 ○
藤田　志歩 鹿児島大学 C2-5, F-12 ○
藤村　正樹 有限会社アウトバック ○
藤原　慎一 東京大学総合研究博物館 D3-1 ○
布施　綾子 京都大学大学院地球環境学舎 Pa-53 ○
船越　公威 鹿児島国際大学国際文化学部生物学研究室 A1-1 ○
古内　薫 東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻 D2-6
古橋　芳輝 個人 C1-4
法眼　利幸 和歌山県農林水産総合技術センター果樹試験場 Pa-1 ○
星野　莉紗 東京農工大学農学府　野生動物保護学研究室 Pb-68 ○
細島　美里 東京大学総合研究博物館 D2-7 ○
細田　徹治 和歌山県立耐久高校 ○
保尊　脩 国立科学博物館 Pa-77 ○
堀野　眞一 森林総合研究所東北支所 Pa-84 ○
本多　響子 野生動物保護管理事務所 ○
本田　剛 山梨県総合農業技術センター 受賞講演 ○
本間　由香里 酪農学園大学大学院
真柄　真実 国立科学博物館 Pa-34, F-11
増田　隆一 北海道大学大学院理学研究院 Pb-44, Pb-66, F-1 ○
松浦　友紀子 独立行政法人森林総合研究所北海道支所 Pa-24 ○
松浦　宜弘 京都大学大学院理学研究科 A2-3 ○
松田　一希 京都大学霊長類研究所／日本学術振興会特別研究員 C2-6 ○
松原　和衛 岩手大学大学院連合農学研究科
松村　澄子 山口大学理工学研究科 Pb-45 ○
間野　勉 北海道立総合研究機構環境科学研究センター Pa-59, F-8 ○
三浦　慎悟 早稲田大学人間科学部 F-15 ○
三浦　貴弘 財団法人自然環境研究センター F-15
三賀森　敬亮 北海道大学大学院環境科学院 Pb-1
水川　真希 琉球大学 Pb-54 ○
南　正人 麻布大学 Pa-22 ○
南　基泰 中部大学大学院
南野　一博 北海道立総合研究機構林業試験場道南支場 Pa-45
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宮川　尚子 東京海洋大学大学院 C3-3
宮田　桂子 恩賜上野動物園 ○
宮野　晃寿 筑波大学大学院 Pb-42
宮部　真吾 富山大学大学院 ○
室山　泰之 兵庫県立大学 ○
望月　翔太 新潟大学 大学院 自然科学研究科 Pa-9 ○
本川　雅治 京都大学総合博物館 A1-2, F-6 ○
森　一生 徳島県西部総合県民局 Pa-17
森　健人 東京大学総合研究博物館 Pa-81 ○
森田　哲夫 宮崎大学農学部畜産草地科学科 S2 ○
森部　絢嗣 朝日大学歯学部口腔解剖学分野  F-14 ○
森光　由樹 兵庫県立大学・森林動物研究センター B1-4 ○
森光　亮太 岡山理科大学 Pb-18 ○
守屋　恵美 埼玉県立川越女子高等学校 Pb-20 ○
森脇　和郎 理化学研究所バイオリソースセンター ○
諸星　勇佑 富山大学大学院 Pb-3 ○
八木　愛 麻布大学大学院
安江　悠真 岩手大学農学部 Pa-70 ○
安田　暁 富山大学大学院理工学教育部地球生命環境科学専攻 Pa-49 ○
安田　昌明 （有）麻里府商事 ○
安田　雅俊 森林総合研究所九州支所 A2-7, F-18 ○
谷地森　秀二 四国自然史科学研究センター Pb-40 ○
柳川　洋二郎 北海道大学獣医学研究科 ○
矢部　辰男 熱帯野鼠対策委員会 A2-5 ○
矢部　恒晶 森林総合研究所九州支所 B2-4, F-5 ○
山内　貴義 岩手県環境保健研究センター B3-5, F-2 ○
山縣　高宏 名古屋大学大学院生命農学研究科 F-14
山岸　学 新潟大学 理学部　酒泉研究室 A2-1 ○
山崎　晃司 茨城県自然博物館 Pb-59 ○
山筋　由里佳 山口大学農学部生物資源環境科学科
山田　彩 近畿中国四国農業研究センター Pa-4 ○
山田　英佑 鹿児島大学大学院 Pa-31
山田　孝樹 NPO法人　四国自然史科学研究センター Pa-66 ○
山田　格 国立科学博物館 F-11 ○
山田　文雄 森林総合研究所 A2-6 ○
山田　雄作 株式会社　野生動物保護管理事務所 ○
山田　若奈 北海道大学大学院水産科学院 Pa-80 ○
山中　聡 北海道大学農学院 Pb-43 ○
山本　詩織 麻布大学 Pa-29
山本　達哉 宮崎大学農学部 ○
山本　浩之 和歌山県農林水産総合技術センター果樹試験場 Pa-50 ○
山本　麻希 長岡技術科学大学 Pa-6 ○
八代田　千鶴 森林総合研究所九州支所 B2-7, F-5 ○
横畑　泰志 国立大学法人富山大学 F-10, F-14 ○
横山　典子 (株)野生動物保護管理事務所 Pa-21 ○
吉澤　遼 東京農工大学大学院 ○
吉住　健吾 山口大学
吉田　真也 東京農業大学野生動物学研究室 F-3 ○
吉田　剛司 酪農学園大学 ○
吉田　奈緒 京都大学大学院情報学研究科社会情報学専攻生物圏情報学講座 Pb-74 ○
吉田　洋 山梨県環境科学研究所 C2-2
義久　侑平 酪農学園大学大学院
吉松　大基 帯広畜産大学 Pb-35 ○
吉行　瑞子 元東京農業大学 ○
米崎　史郎 （独）水産総合研究センター　遠洋水産研究所 F-4
米田　政明 自然環境研究センター F-8
Richard Yanagihara University of Hawaii at Manoa Pb-5
Laura Wilson 京都大学総合博物館 D3-3 ○
和田　昭彦 道総研稚内水産試験場 Pa-71
和田　直己 山口大学 Pa-78, S2 ○
渡邊　邦夫 京都大学霊長類研究所 C2-7
渡部　大介 宮崎市フェニックス自然動物園 Pb-29 ○
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御協賛一覧

大会開催にあたり、以下の企業様からご支援をいただきました。 
実行委員一同、厚く御礼申し上げます。 

 

京屋酒造有限会社 

霧島酒造株式会社 

宝来メデック株式会社 

神楽酒造株式会社 

株式会社 GISupply 

室町機械株式会社 

有限会社 麻里府商事 

有限会社 アウトバック 

株式会社 ハムセンター札幌 

株式会社 キュービック・アイ 

株式会社 黒木本店 

株式会社 ティンバーテック 

LOTEK WIRELESS Inc. 

アボック株式会社 

イワキ株式会社 

フジプラニング株式会社 

南日本酪農協同株式会社 
（敬称略：ご協賛お申し入れ順） 
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