
- 209 -

15．合同大会参加者名簿（事前申込者・発表者）

氏 名 所 属 演題番号 懇親会

相本 実希 山口大学 大学院 農学研究科 P-080 ○
青井 俊樹 岩手大学農学部共生環境課程 F-01
青木 大海 東京農業大学生物産業学部研究科 P-028 ○
赤坂 猛 酪農学園大学 生命環境学科 ○
明石 信廣 北海道立総合研究機構林業試験場 P-159 ○
赤嶺 淳 名古屋市立大学 S-2
朝倉 裕 日本オオカミ協会 F-05
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生物科学専攻 P-012 ○
浅見 千里 帝京科学大学 ○
浅利 裕伸 株式会社 長大 F-09, F-18 ○
足立 樹 岐阜大学大学院連合農学研究科
姉崎 智子 群馬県立自然史博物館 F-10, P-150
阿部 朱音 名古屋市立大学大学院人間文化研究科 P-190 ○
阿部 豪 兵庫県立大学 O1-06 ○
阿部 永 PL-2 ○
荒井 秋晴 九歯大・総合教育 P-076 ○
新井 優一 東京農業大学生物産業学研究科 P-029 ○
荒木 良太 自然環境研究センター F-20 ○
有田 寛之 国立科学博物館事業推進部 F-12
有本 勲 東京農工大学・院・連合農学研究科 F-08, F-13 ○
Alexey Kryukov Institute of Biology and Soil Science， Far East Division Russian Academy of

Sciences
F-03

安藤 英樹
安藤 正規 岐阜大学応用生物科学部 P-157 ○
安藤 元一 東京農大・農・野生動物 F-05, F-18,

F-28, P-056
○

池田 綾 早稲田大学大学院 ○
池田 貴子 北海道大学大学院 獣医学研究科 寄生虫学教室 P-082 ○
池田 透 北海道大学大学院文学研究科地域システム科学講座 O2-11 ○
伊吾田 宏正 酪農学園大学 F-07, O1-10 ○
伊澤 雅子 琉球大学理学部 ○
石井 信夫 東京女子大学 S-5, F-04 ○
石川 圭介 畜産草地研究所御代田研究拠点 P-107
石丸 恵利子 総合地球環境学研究所 O2-20
Lee Si-Wan Korea Institute of Environmental Ecology ○
和泉 功 帯畜大学野生動物管理 P-070 ○
泉 佳代子 北海道大学 環境科学院 P-064 ○
泉山 茂之 信州大学農学部 F-14, P-131
伊藤 圭子 岐阜大学
稲富 佳洋 道総研環境科学研究センター P-160 ○
井上 剛 日本オオカミ協会 F-05 ○
井上 友 北海道大学 大学院理学院 自然史科学専攻 F-16 ○
伊原 禎雄 奥羽大学 生物学教室 P-138 ○
井原 庸 財団法人 広島県環境保健協会 P-162 ○
LeeHan-Soo Korea Institute of Environmental Ecology ○
井門 彩織 東京農業大学野生動物学研究室
岩佐 真宏 日本大学生物資源科学部 F-22 ○
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 P-122, P-123
岩崎 誠 八千代エンジニヤリング(株) P-140 ○
岩崎 雄輔 福島県立会津高等学校 F-18 ○
岩下 明生 東京農業大学 野生動物学研究室 博士前期課程 P-188 ○
岩本 千鶴 宇都宮大学大学院農学研究科 ○
岩本 俊孝 宮崎大学教育文化学部 O1-17 ○
呉 毅 中国 広州大学生命科学学院 F-03 ○
上田 剛平 兵庫県但馬県民局豊岡農林水産振興事務所 F-10 ○
上田 弘則 近畿中国四国農業研究センター P-099 ○
上野 真由美 北海道・環境科学研究センター，北海道大学北方生物圏フィールド科学センター F-07, O1-19 ○
鵜飼 一博 南ア・ボランティアネット F-20
宇治田 健人 帯広畜産大学畜産学部獣医学課程
宇野 壮春 宮城・野生動物保護管理センター F-11, F-23,

F-26
○
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宇野 裕之 北海道立総合研究機構・環境科学研究センター O3-08 ○
鵜野 レイナ 慶應義塾大学 先端生命科学研究所 F-01, P-088
梅田 浩尚 兵庫県立大学 環境人間学研究科 P-161 ○
梅村 佳寛 東京農工大学大学院 F-08 ○
宇山 倫美 東京農業大学生物産業学研究科 P-179 ○
浦口 宏二 北海道立衛生研究所 O3-11 ○
江尻 貞一 朝日大学歯学部口腔解剖学分野 ○
江成 広斗 宇都宮大学農学部附属里山科学センター F-23, F-26,

P-174
○

海老名 健 麻布大学獣医学部動物応用化学学科野生動物学研究室
海老原 寛 麻布大学獣医学部野生動物学研究室
江村 正一 岐阜大学医学部 F-16
遠藤 秀紀 東京大学総合研究博物館 F-15 ○
遠藤 由美 茨城大学大学院 応用動物行動学研究室
Hong-Shik Oh Jeju National University P-034, P-035,

P-036, P-130
○

大久保 慶信 宮崎大・院・農工 P-007 ○
大沢 啓子 コウモリの会
大沢 夕志 コウモリの会 P-049
太田 海香 横浜国大 F-01
大舘 智志 北海道大学低温科学研究所 F-22 ○
大谷 道生 宇都宮大学 大学院 農学研究科 P-102
大津 綾乃 麻布大学獣医学部野生動物学研究室
大西 尚樹 森林総合研究所東北支所 O3-01 ○
大西 信正 南アルプス生態邑／㈱生態計画研究所 早川事業所 F-25
大野 愛子 熊本県立大学大学院環境共生学研究科 O1-01
大野 浩史 富山大学大学院理工学教育部生物圏環境科学専攻 F-24
大場 孝裕 静岡県農林技術研究所 森林・林業研究センター P-132
大橋 真吾 岩手大学連合農学研究科 F-09, P-105
大橋 春香 東京農工大学フロンティア農学教育研究センター F-19 ○
大橋 正孝 静岡県農林技術研究所森林・林業研究センター P-170
岡田 充弘 長野県林業総合センター P-164 ○
岡野 美佐夫 （株）野生動物保護管理事務所 ○
小川 洋平 岩手大学院 P-096
奥田 敬介 北里大学獣医学部生物環境科学科野生動物学研究室
奥田 ゆう 岡山理科大学大学院 総合情報研究科 P-043 ○
小熊 尚子 岩手大院農 P-062
奥村 栄朗 独立行政法人 森林総合研究所 四国支所 P-172 ○
奥山 正樹 環境省自然環境局 P-196 ○
小倉 剛 琉球大学農学部 ○
尾崎 直 三重大学大学院生物資源学研究科 P-120
小鹿 登美 西三河野生生物研究会
押田 龍夫 帯広畜産大学野生動物管理学研究室 F-15 ○
織田 銑一 岡山理科大学理学部動物学科 ○
小沼 聡美 立正大学大学院地球環境科学研究科 O1-20
小野 香苗 帯広畜産大学野生動物管理学研究室 P-053 ○
小野 清哉 琉球大学大学院農学研究科生産環境学専攻亜熱帯動物学講座 P-010 ○
小野 貴司 EnVision F-24
小畑 圭 琉球大学大学院農学研究科 P-142 ○
海津 ゆりえ 文教大学 S-3
笠井 文考 東京農業大学 生物資源開発研究所 O3-12
梶 光一 東京農工大学大学院農学研究員 F-19 ○
樫村 敦 宮崎大学 農学部 P-003 ○
片平 篤行 群馬県林業試験場 O2-04
勝浦 萌 東京農業大学 野生動物学研究室 P-060 ○
加藤 真 名城大学農学研究科農学専攻 O2-05 ○
加藤 真友美 三重大学 生物資源学部 生物圏生命科学科 水圏生物生産学講座 ○
加藤 美緒 東京農業大学 生物産業学研究科 P-112 ○
加藤 友紀子 岐阜大学応用生物科学部獣医学課程 P-013
金澤 文吾 四国自然史科学研究センター ○
金治 佑 水産総合研究センター P-124
金森 弘樹 島根県中山間地域研究センター P-084 ○
金尾 滋史 多賀町立博物館 F-25
金子 正美 酪農学園大・環境システム F-24
金子 弥生 東京農工大学野生動物保護学研究室 F-13, F-16,

O3-04
○

金子 之史 香川県坂出市在住 F-22, P-040 ○
金城 芳典 ＮＰＯ法人 四国自然史科学研究センター P-149 ○
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神水 彩花 岩手大学農学部動物科学課程 P-069
亀井 利活 信州大学大学院 ○
亀崎 直樹 神戸市立須磨海浜水族園 O3-17 ○
亀田 正人 室蘭工業大学
川合 真梨子 神戸大学大学院農学研究科 P-017
河内 紀浩 八千代エンジニヤリング株式会社 P-066 ○
川田 伸一郎 国立科学博物館動物研究部 F-12, F-24,

P-037
○

川村 芙友美 帝京科学大学
木内 政寛 東農大・生物産業 P-118 ○
岸本 真弓 （株）野生動物保護管理事務所関西分室 F-02 ○
岸本 康誉 兵庫県立大学 自然・環境科学研究所 O1-18 ○
岸元 良輔 長野県環境保全研究所 P-151 ○
木戸 文香 北大理学部生物科学科生物学 P-133 ○
木戸 きらら 信州大学大学院農学研究科 P-093
木下 豪太 北海道大学大学院環境科学院生物圏科学専攻生態遺伝学コース P-042 ○
Tae-Wook Kim Jeju National University P-057 ○
木村 順平 College of Veterinary Medicine， Seoul National University ○
清田 雅史 水産総合研究センター 遠洋水産研究所 F-13, O2-06
桐原 崇 NPO 法人登別自然活動支援組織モモンガくらぶ ○
草刈 秀紀 ＷＷＦジャパン S-4 ○
楠田 哲士 岐阜大学応用生物科学部
久保 渓女 北海道大学大学院環境科学院 P-181
久保 雄広 北海道大学大学院農学院 森林政策学研究室 P-152 ○
久保 達也 帯広畜産大学 ○
久保（尾崎） 麦野 東京大学総合研究博物館 O1-15, P-022 ○
栗原 望 国立科学博物館動物研究部 P-121, F-12 ○
黒岩 麻里 北大院・生命科学院 F-06
黒崎 敏文 自然環境研究センター F-14 ○
黒瀬 奈緒子 北里大・獣・生物環境科学・生態管理学研 P-143 ○
桑原 考史 東京農工大学農学部附属フロンティア農学教育研究センター F-19
小池 伸介 東京農工大 F-08, F-19,

P-091
○

小泉 透 森林総合研究所 F-14 ○
幸田 良介 京都大学生態学研究センター P-168 ○
小金澤 正昭 宇都宮大学農学部附属演習林 F-14, P-015 ○
小坂井 千夏 東京農工大学大学院・連農 F-08
越本 知大 宮崎大・フロンティア F-06
小城 伸晃 山形大学大学院理工学研究科
小棚木 創 船橋市立三田中学校 P-117
小寺 祐二 宇都宮大学農学部附属里山科学センター F-10, F-26 ○
後藤 和郎 株式会社 緑生研究所 ○
後藤 慈 山口大学 P-027
後藤 優介 立山カルデラ砂防博物館 ○
小林 秀司 岡山理科大学理学部動物学科 F-12 ○
小林 周平 岐阜大学応用生物科学部生産環境科学課程
小林 毅 帝京科学大学 O3-19 ○
小林 万里 東京農業大学生物産業学部アクアバイオ学科 F-02, F-07,

P-178
○

小林 由美 北大院水産 F-17, O2-16
子安 和弘 愛知学院大学歯学部解剖学講座 ○
小柳 恭二 クビワコウモリを守る会 P-050 ○
小薮 大輔 東京大学大学院理学系研究科 P-001 ○
今野 文治 新ふくしま農協 F-11
近藤 泉 早稲田大学 人間科学部 人間環境科学科
近藤 麻実 岐阜大学大学院 F-01 ○
近藤 祐志 宮崎大学大学院 農学研究科 P-006 ○
近藤 由佳 帯畜大 野生動物管理 P-146 ○
斉田 栄里奈 兵庫県森林動物研究センター P-167 ○
齊藤 次郎 帝京科学大学 ○
齊藤 隆 北海道大学フィールド科学センター ○
斉藤 正恵 東京農工大学農学部附属フロンティア農学教育研究センター F-01, F-19 ○
斎藤 昌幸 横浜国大・環境情報 P-128 ○
斉藤 裕 江戸川大学社会学部 P-127 ○
佐伯 真美 ㈱野生動物保護管理事務所 ○
佐伯 緑 中央農業研究センター 鳥獣害研究サブチーム
坂口 未紗 帝京科学大学 ○
坂田 宏志 兵庫県立大学
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酒田 真澄美 福井県総合グリーンセンター ○
坂庭 浩之 群馬県環境森林部自然環境課 P-175
坂牧 はるか 岩手大学大学院 連合農学研究科 P-110 ○
坂本 信介 宮崎大学フロンティア科学実験総合センター P-065 ○
坂本 有加 麻布大学獣医学部野生動物学研究室
櫻井 秀樹 鈴鹿短期大学
桜井 良 フロリダ大学大学院 自然資源・環境学部 O3-13 ○
酒向 貴子 宮内庁侍従職 P-079 ○
佐々木 茂樹 横浜国大・院・環境情報 P-141 ○
佐々木 剛 東京農業大学農学部バイオセラピー学科野生動物学研究室 ○
佐々木 哲朗 小笠原自然文化研究所 P-147 ○
佐々木 閑 日本獣医生命科学大学 獣医保健看護学科 ○
佐鹿 万里子 帯広畜産大学 臨床獣医学講座 ○
佐藤 和彦 朝日大学歯学部口腔解剖学分野 P-004 ○
佐藤 淳 福山大学 生物工学科 O3-06 ○
佐藤 雅彦 利尻町立博物館 P-039
佐藤 洋司 福島県 ○
佐野 明 三重県四日市農林商工環境事務所 F-04
佐野 聡哉 滋賀県農政水産部水産課 F-27
澤田 誠吾 島根県中山間地域研究センター F-26, P-129 ○
Sang-In Kim College of Veterinary Medicine， Seoul National University P-011 ○
塩野崎 和美 京都大学大学院 地球環境学舎 景観生態保全論研究室 P-078 ○
鹿野 たか嶺 社団法人 北海道開発技術センター F-09 ○
敷田 麻実 北海道大学観光学高等研究センター
繁田 真由美 (株)野生生物管理 P-074 ○
七條 宏樹 宮崎大学 P-005 ○
篠原 明男 宮崎大学フロンティア科学実験総合センター実験支援部門生物資源分野 ○
芝﨑 亜季子 立正大学大学院 地球環境科学研究科 O2-14
柴田 隆文 林野庁滋賀森林管理署 F-27
渋谷 未央 東京農業大学 生物産業学部 P-114 ○
島 麗香 山形大学大学院 理工学研究科博士前期課程 生物学専攻 P-089
島田 卓哉 森林総合研究所東北支所 O2-09 ○
嶌本 樹 日本大学獣医学科 ○
Junghwa An College of Veterinary Medicine， Seoul National University O3-05, P-038 ○
城ヶ原 貴通 岡山理科大学理学部動物学科 F-06 ○
條野 真奈美 北大・院・水産 P-030
JoonHyuk Sohn College of Veterinary Medicine， Seoul National University P-021 ○
白井 啓 野生動物保護管理事務所 F-23 ○
白井 浩一郎 日大院・生物資源科学 P-059 ○
新宅 勇太 京都大学大学院理学研究科動物学教室 P-041, F-03 ○
須貝 昌太郎 東京農業大学大学院 生物産業学研究科 動物生産管理学研究室 P-052 ○
杉浦 義文 麻布大学獣医学部野生動物学研究室
杉浦 里奈 名城大院・農 O2-03 ○
鈴木 克哉 兵庫県立大／兵庫県森林動物研究センター F-02, P-156 ○
鈴木 圭 岩大院 連合農学 F-18, P-071 ○
鈴木 俊介 三重県四日市農林商工環境事務所 ○
鈴木 創 小笠原自然文化研究所 P-137 ○
鈴木 瞳 早稲田大学人間科学部人間環境学科
鈴木 正嗣 岐阜大学・応用生物科学部 S-0, F-14 ○
鈴木 瑞穂 帯広畜産大学 畜産学部 獣医学科 ○
鈴木 祥悟 森林総合研究所東北支所 P-033
須藤 明子 株式会社イーグレット・オフィス F-02, F-27 ○
角田 真穂 大阪府立大学 生命環境科学部 獣医学科 ○
清野 紘典 ㈱野生動物保護管理事務所 F-23, P-176 ○
関 香菜子 兵庫県立大学大学院 ○
關 義和 東京農工大学大学院 P-081 ○
関 遼太郎 早稲田大学 人間科学部 人間環境科学科
関根 聡子 ネイチャーガイド F-25
瀬戸 隆之 東京農工大学野生動物保護学研究室 F-07, P-104 ○
銭谷 亮子 東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科 O1-13
曽我 昌史 東京農工大学・農 P-183
曽根 啓子 愛知学院大学歯学部 P-014 ○
大樂 央 岐阜大学
高木 憲太郎 NPO 法人バードリサーチ F-27
高田 靖司 愛知学院大学 歯学部 F-16
高槻 成紀 麻布大学 F-28, O2-01 ○
高橋 聖生 自然環境研究センター ○
高橋 菜里 麻布大学獣医学部動物応用科学科
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高橋 紀夫 遠洋水研 F-13
高橋 裕史 森林総研関西 ○
高畠 千尋 信州大学大学院 総合工学系研究科 P-092 ○
瀧井 暁子 信州大学総合工学系研究科 P-103 ○
田久 真友美 帯広畜産大学野生動物管理学研究室 P-145 ○
竹内 正彦 中央農業総合研究センター 鳥獣害研究サブチーム F-26
竹下 和貴 早稲田大学 人間科学部 人間環境科学科
竹下 幸広 島根県中山間地域研究センター P-154 ○
武田 忠義 北海道水産林務部
竹田 千尋 東京農工大学大学院 ○
田島 木綿子 国立科学博物館 動物研究部 ○
田尻 研介 信州大学農学部動物行動管理学研究室 ○
立木 靖之 特定非営利活動法人 EnVision 環境保全事務所 O1-07 ○
立澤 史郎 北海道大学大学院文学研究科地域システム科学講座 P-171
立石 隆 ○
立脇 隆文 麻布大学大学院獣医学研究科 野生動物学研究室 O2-10 ○
田戸 裕之 山口県農林総合技術センター O1-05
田中 豊人 東京都健康安全研究センター 環境保健部生体影響研究科 ○
田中 幹展 東邦大学理学部生物学科 P-169
谷川 ももこ 日本大学獣医学科実験動物学研究室 ○
谷口 真理 神戸市立須磨海浜水族園 O3-16 ○
谷口 美洋子 埼玉県秩父農林振興センター P-108 ○
玉手 英利 山形大学理学部 F-01, F-11
玉那覇 彰子 山口大学 大学院 農学研究科 O3-07 ○
田村 淳 神奈川県自然環境保全センター F-20
田村 善太郎 東京農業大学 生物産業学研究科 P-111
千々岩 哲 株式会社ラーゴ ○
辻 明子 クビワコウモリを守る会
辻 知香 岐阜大学大学院連合獣医学研究科 P-098 ○
辻 大和 京都大学霊長類研究所 P-075
辻野 亮 総合地球環境学研究所 O2-19
角田 裕志 東京農工大学農学部 P-184 ○
坪田 敏男 北海道大学大学院獣医学研究科 ○
釣賀 一二三 北海道立総合研究機構環境科学研究センター F-01, P-046 ○
出口 善隆 岩手大学農学部 ○
寺田 千里 北大・環境科学院 P-023 ○
常田 邦彦 (財)自然環境研究センター F-23 ○
時田 昇臣 日本獣医生命科学大学 O2-02
土光 智子 慶應義塾大学 政策・メディア研究科 （独）日本学術振興会 特別研究員 DC P-095 ○
富田 涼都 静岡大学農学部 F-25 ○
中井 真理子 北海道大学大学院文学研究科人間システム科学専攻地域システム科学専修 P-087 ○
中川 恒祐 岐阜大学応用生物科学部獣医学課程 P-097 ○
中川 麻衣 帝京科学大学生命環境学部 ○
永里 歩美 鹿児島国際大学 P-009 ○
中島 彩季 岐阜大学応用生物科学部獣医学課程
中島 亜美 東京農工大学 野生動物保護学研究室 F-08, F-13 ○
中島 卓也 佐渡自然保護官事務所
永田 優香 帝京科学大学 ○
中西 希 琉球大学・理工学研究科 PL-1, P-077 ○
中西 弥嘉 帝京科学大学 ○
中野 仁志 九十九島水族館「海きらら」 (会社名：させぼパール・シー株式会社) O2-15 ○
中村 あゆみ 岐阜大学応用生物科学部生産環境課程動物科学コース繁殖学研究室 ○
中村 幸子 兵庫県森林動物研究センター/兵庫県立大学 P-045 ○
中村 大輔 岐阜大学大学院連合農学研究科 P-191 ○
中村 俊彦 株式会社 環境計画研究所 ○
中村 尚稔 東京農業大学生物産業学研究科 P-113 ○
中村 夢奈 山形大学大学院理工学研究科 P-061
中山 直紀 宇都宮大学 大学院 P-094
夏坂 美帆 帯広畜産大学 野生動物管理学研究室 ○
南部 成美 日本オオカミ協会 F-05
西 千秋 岩手大学大学院連合農学研究科 P-068
西 信介 鳥取県庁公園自然課 P-090
西 教生 河口湖フィールドセンター ○
西崎 伸子 福島大学行政政策学類 ○
西村 貴志 岩手大学大学院連合農学研究科 P-166
西本 慧 東京農業大学生物産業学研究科 P-116 ○
Nguyen Truong Son Institute of Ecology and Biological Resources, VAST, Vietnam F-03 ○
布谷 遥年 帯広畜産大学野生動物管理学研究室 ○
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布目 三夫 名古屋大学 大学院生命農学研究科 応用分子生命科学専攻 O3-03
根本 唯 自然環境研究センター F-08
野上 達也 石川県白山自然保護センター P-192
野口 なつ子 麻布大学
野崎 英吉 石川県環境部自然保護課 P-192 ○
野原 七恵 北里大学獣医学部生物環境科学科 P-100 ○
野呂 美紗子 社団法人 北海道開発技術センター F-09
萩野 初実 岐阜大学大学院農学研究科
橋本 琢磨 財団法人自然環境研究センター P-139 ○
橋本 友里恵 宇都宮大学大学院 P-155
畑瀬 淳 広島市安佐動物公園 ○
Park Su-Gon Jeju national University P-051 ○
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 P-177 ○
馬場 稔 北九州市立自然史・歴史博物館 P-073
濵口 あかり 信州大学大学院 農学研究科 P-193 ○
濱崎 伸一郎 (株)野生動物保護管理事務所 関西分室 F-14 ○
林 明日香 帯広畜産大学野生動物管理学研究室 P-072 ○
早野 あづさ 京都大学野生動物研究センター P-048 ○
原田 正史 大阪 ○
Han Sang-Hyun Jeju National University ○
Han Sang-Hyun National institute of Biological Resources，Korea ○
Hang Lee College of Veterinary Medicine， Seoul National University F-03, O2-17,

P-047
○

比嘉 榮三郎 沖縄県 F-04
東 加奈子 山口大学 大学院 農学研究科 P-067 ○
東 英生 哺乳類研究所準備室 P-173, F-11
東出 大志 新潟大学大学院自然科学研究科 O1-08 ○
樋口 尚子 NPO 生物多様性研究所あーすわーむ P-106
平川 浩文 森林総研・北海道 O1-11, P-187 ○
平田 滋樹 鳥取県農林水産部 （8 月から長崎県農林部に異動） F-10, F-26 ○
弘重 穣 東京農工大学 F-19 ○
廣吉 勝治 北大名誉教授水産経済 F-17
深澤 圭太 自然環境研究センター F-01 ○
福井 大 森林総研北海道 O3-15
福江 佑子 NPO 法人生物多様性研究所あーすわーむ P-144 ○
福田 夏子 岐阜大学流域圏科学研究センター ○
福永 裕史 京都大学大学院理学研究科動物学教室 ○
藤井 猛 NPO 法人生物多様性研究所あーすわーむ／広島県 ○
藤井 武 兵庫県森林動物研究センター P-085 ○
藤井 直紀 富士常葉大学附属環境防災研究所 ○
藤本 彩乃 麻布大学 獣医学部 野生動物学研究室
藤本 竜輔 東農大 野生動物 P-058 ○
船越 公威 鹿児島国際大学国際文化学部生物学研究室 F-04, O2-12 ○
古田 健一郎 信州大学大学院農学研究科 P-109
古橋 芳輝 富山大学大学院理工学教育部生物圏環境科学専攻野生動物保全学研究室
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
星野 仏方 酪農学園大・環境システム F-24
細井 栄嗣 山口大学農学部 P-032 ○
細島 美里 東京大学大学院 農学生命科学研究科 農学国際専攻 P-024 ○
保尊 脩 国立科学博物館 P-031 ○
堀江 玲子 宇都宮大学農学部 F-19 ○
堀越 和夫 NPO 法人小笠原自然文化研究所 O3-14 ○
堀野 眞一 森林総合研究所東北支所 P-158 ○
堀本 高矩 北海道大学大学院水産科学院 P-119
本多 響子 (株)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
本間 由香里 酪農学園大学 P-163 ○
前田 喜四雄 新石垣空港小型コウモリ類検討委員会委員 F-04
前野 あゆみ 岐阜大学応用生物科学部動物繁殖学研究室
真柄 真実 国立科学博物館 P-019 ○
増田 隆一 北大・院理・多様性生物 F-16, F-21 ○
松浦 友紀子 独立行政法人森林総合研究所北海道支所 P-165, F-07 ○
松沢 慶将 日本ウミガメ協議会 / 須磨海浜水族園 O3-18
松田 綾乃 岐阜大学大学院 応用生物科学研究科
松田 奈帆子 栃木県自然環境課 O1-03, O1-04 ○
松田 裕之 横浜国立大学 環境情報研究院 S-2, F-01 ○
松橋 珠子 岐阜県畜産研究所
松原 和衛 岩手大学大学院連合農学研究科 P-189
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松村 はるか 早稲田大学 人間科学研究科 科目等履修生
間野 勉 道総研 環境科学研究センター F-01 ○
丸 智明 帝京科学大学生命環境学部アニマルサイエンス学科
丸山 哲也 栃木県自然環境課 ○
三浦 慎悟 早稲田大学 ○
三谷 匡 近畿大・先端技術 F-06
満尾 世志人 東京農工大学 P-185
三中 信弘 農環研・東大農学生命 F-22
南 正人 麻布大学獣医学部野生動物学研究室 O3-09 ○
南川 真吾 水産総合研究センター遠洋水産研究所 P-125
南澤 舞 EnVision F-24
南野 一博 北海道立総合研究機構林業試験場道南支場 P-101
簑島 萌子 帯広畜産大学 ○
宮木 雅美 酪農学園大学 F-20
三宅 利彦 滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課 F-27
宮地 一樹 麻布大学 P-182 ○
宮部 真吾 富山大学 ○
宗兼 明香 麻布大学獣医学部野生動物学研究室
村上 隆広 斜里町立知床博物館 P-083 ○
村澤 亨樹 岐阜大学大学院 応用生物科学研究科
村田 知慧 北海道大学大学院生命科学院 F-06 ○
村野 紀雄 酪農学園大学
本川 雅治 京都大学総合博物館 F-03, F-22 ○
森 一生 徳島県西部総合県民局 P-186
森 健人 東京大学理学系研究科生物科学専攻進化多様性生物学大講座遺体科学研究

室
P-008 ○

森 遼一 日本大学 生物資源科学部
森田 哲夫 宮崎大学農学部 ○
森部 絢嗣 朝日大学歯学部口腔解剖学 F-24, P-002 ○
森光 由樹 兵庫県立大学 森林動物研究センター O1-09 ○
森光 亮太 岡山理科大学総合情報研究科生物地球システム専攻 P-126 ○
諸藤 聡子 株式会社協和コンサルタンツ
諸星 勇佑 富山大学 ○
八木 愛 麻布大学 獣医学部 野生動物学研究室
柳沼 勇樹 日本大学生物資源科学部野生動物学研究室
安田 章人 東京大学大学院新領域創成科学研究科 ○
安田 暁 富山大学理工学教育部生物圏環境科学専攻 ○
安田 雅俊 森林総研九州支所 F-12, O2-18 ○
安富 舞 神奈川県自然環境保全課 ○
矢竹 一穂 株式会社 セレス P-134 ○
谷地森 秀二 四国自然史科学研究センター P-135 ○
柳川 久 帯広畜産大学・野生動物管理学研究室 F-18 ○
山内 貴義 岩手県環境保健研究センター F-01, F-14 ○
山口 勝透 道総研・環境 P-180
山崎 晃典 早稲田大学大学院人間科学研究科
山崎 晃司 茨城県自然博物館 F-08, P-148 ○
山崎 翔気 岐阜大学大学院連合獣医学研究科 P-044 ○
山崎 健 奈良文化財研究所・環境考古学研究室 O2-21 ○
山路 智実 帯広畜産大学畜産学部畜産科学課程 ○
山田 彩 近畿中国四国農業研究センター F-10, O3-20 ○
山田 孝樹 自然環境研究センター ○
山田 格 国立科学博物館 O1-16 ○
山田 文雄 森林総合研究所 F-06 ○
山田 穂高 麻布大学大学院 野生動物学研究室 ○
山田 昌宏 株式会社地域環境計画 P-086（取り下げ）

山田 雄作 株式会社 野生動物保護管理事務所 ○
山田 芳樹 株式会社 ドーコン 環境保全部 F-09
山田 若奈 北海道大学水産学部 資源生物学講座 資源生態学領域
山中 淳史 北海道大学大学院獣医学研究科野生動物学教室 O1-12 ○
山中 正実 知床財団 F-14
山本 佳代子 東農大 野生動物 P-194 ○
山本 輝正 岐阜県立土岐紅陵高等学校 P-054 ○
八代田 千鶴 独立行政法人森林総合研究所 P-195 ○
湯浅 卓 野生動物保護管理事務所 F-01
湯本 貴和 総合地球環境学研究所 ○
Yungkun Kim College of Veterinary Medicine，Seoul National University P-020 ○
横田 岳人 龍谷大学 F-20
横田 昌嗣 琉球大・理 F-24
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横畑 泰志 富山大学大学院理工学研究部理学領域 F-24, O1-02,
O3-10

○

横山 卓志 岐阜大学大学院 応用生物科学研究科
横山 典子 (株)野生動物保護管理事務所 関西分室 F-20 ○
横山 真弓 兵庫県立大学・自然研 F-02, O1-14 ○
吉倉 智子 筑波大学大学院生命環境科学研究科 P-055
吉崎 友紀 岐阜大学大学院 応用生物科学研究科 P-016
吉田 考志 中部大学大学院応用生物学研究科 P-063
吉田 真也 東京農業大学農学部バイオセラピー学科野生動物学研究室 P-136
吉田 剛司 酪農学園大学 S-1 ○
吉田 正人 筑波大学大学院人間総合科学研究科世界遺産専攻 F-02 ○
吉田 洋 山梨県環境科学研究所
好廣 眞一 龍谷大学 P-018 ○
吉松 大基 帯広畜産大学野生動物管理学研究室 ○
米崎 史郎 （独）水産総合研究センター 遠洋水産研究所 O2-07
米田 政明 （財）自然環境研究センター F-01
李 玉春 中国 山東大学威海分校海洋学院 F-03 ○
林 良恭 台湾・東海大学生命科学系 F-03 ○
若林 仁 立正大学大学院 地球環境科学研究科 環境システム学専攻 森林生態学研究

室
O2-08

脇坂 綾 帝京科学大学 ○
早稲田 宏一 NPO・EnVision 環境保全事務所 F-07
和田 昭彦 北海道立総合研究機構 稚内水産試験場 P-115
和田 一雄 ＮＰＯ プライメイトアゴラ バイオメディカル研究所 F-17, O3-02
和田 直己 山口大学 P-025, P-026
渡邊 邦夫 京都大学霊長類研究所 F-23 ○
渡邉 智之 帝京科学大学
渡辺 通人 河口湖フィールドセンター O1-21 ○
亘 悠哉 森林総研・学振 PD・奄美哺乳類研究会 O2-13, P-153 ○
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16．参加企業ブース・広告

9 月 18 日（土）～20 日（月） M1・M2 会場（応 11 講義室，応 22 講義室）

株式会社 ティンバーテック

有限会社 麻里府商事

有限会社 アウトバック

株式会社 GISupply

株式会社 地域環境計画

フジプラニング 株式会社
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