
 
氏名        発表番号              氏名        発表番号         

ア 合川 由香 P-158 
 饗場 木香 F02,P-136,P-137 
 ⻘木 拓哉 P-074,P-098 
 ⻘木 美月 P-033 
 赤座 久明 P-093 
 秋山 多江 P-080 
 揚妻 直樹 P-092 
 揚妻-柳原 芳美 P-092 
 淺野 玄 F08,P-128 
 浅利 裕伸 P-109,P-089 
 東 信行 P-058 
 東野 晃典 P-039 
 足立 圭輔 P-151 
 厚芝 源太郎 P-109 
 姉崎 智子 P-023 
 阿部 楓 P-033 
 阿部 奈月 P-038,P-010,P-062,P-069 
 天池 庸介 P-022,F16,P-016 
 雨谷 教弘 P-134,P-147,P-151 
 天野 雅男 P-096 
 安藤 彰朗 P-088 
 安藤 誠也 P-041 
 安藤 正規 F01,P-065 
イ 飯島 瑛梨 P-032 
 飯島 勇人 F01,F03,P-131 
 池田 敬 P-128,P-008,P-070,P-143 
 池田 透 P-146,F08 
 池田 やよい P-102 
 池田 悠吾 P-045,P-112 
 伊吾田 宏正 P-094 
 伊澤 あさひ P-076,P-077 
 伊澤 雅子 F14,P-083 
 石川 尚人 P-068 
 石川 博規 P-109 
 石川 真理子 P-039 
 石名坂 豪 P-021,P-106,P-134,P-147,P-151 
 石庭 寛子 P-123 
 石原 玄基 P-099 
 泉山 茂之 P-004,P-018,P-035,P-091 

P-114,P-149 
 磯部 祥子 P-099 
 磯見 亮介 P-013 
 井出 貴彦 P-079 
 伊藤 泰幹 P-024 
 伊藤 健彦 P-095,P-009 
 伊藤 哲治 P-137,P-136 

 伊藤 文香 P-044 
 伊藤 舞優 P-127 
 伊藤 真穂 P-002 
 伊藤 元裕 F17,P-122 
 稲垣 亜希乃 P-023,P-107 
 稲場 一華 P-078 
 稲見 健司 P-153 
 井上 英治 P-031,P-033 
 井上 康子 P-080 
 今村 舟 P-148 
ウ 上田 淑乃 P-010,P-069 
 上野 真由美 P-145,P-134,P-150 
 上野山 怜子 P-019 
 浮瀬 百々花 P-080 
 内田 達也 P-085 
 鵜野 光 P-130 
 宇野 裕之 P-134,P-021,P-147,P-151 
 鵜野 レイナ F13 
 梅村 佳寛 P-021,P-147,P-151 
 浦口 宏二 F10,P-086 
エ 江口 勇也 P-122 
 江成 広斗 F05 
 遠藤 晃 P-141 
 遠藤 友彦 P-005,P-003 
 遠藤 秀紀 P-001,P-042 
 遠藤 優 F09 
オ 大井 徹 P-152,P-154 
 大泉 宏 P-097 
 大久保 槙人 P-052 
 大熊 勳 P-089 
 大城 賢次 P-079 
 大杉 滋 P-103 
 太田 侑奈 P-139 
 大塚 亮真 P-071 
 大槻 高嶺 P-055,P-049 
 大沼 学 F11,P-123 
 大場 孝裕 F12,F15 
 大橋 直哉 F14 
 大森 鑑能 P-069,P-010,P-038,P-062 
 岡 杏奈 P-004,P-091 
 岡野 貴大 P-039 
 岡野 和香奈 P-132 
 岡部 貴美子 F03 
 岡部 晋也 P-047,P-112 
 岡本 亮介 P-075 
 岡山 勇介 P-055 

発表者索引 
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 ⻑ 雄一 P-134 
 押田 龍夫 P-053,P-054,P-057,P-086 
 小沼 仁美 P-088 
 小野 晋 P-105 
 尾畑 翼 P-026 
 小畑 真奈美 P-158 
カ 葛⻄ 真輔 P-021 
 梶原 将大 F07 
 柏木 健司 P-118 
 加瀬 ちひろ P-111 
 片平 浩孝 F17,P-061 
 片平 浩考 P-122 
 勝島 日向子 P-024 
 勝俣 太貴 P-073 
 加藤 秀弘 P-073 
 加藤 裕之 P-109 
 加藤 克 P-048 
 金子 弥生 F16,P-022,P-027,P-104 
 壁谷 昌彦 P-153 
 上遠 岳彦 P-026 
 ⻲井 利活 P-134 
 河合 久仁子 P-115 
 川田 伸一郎 P-116 
 河野 雄大 P-096 
 川村 胡桃 P-158 
 川村 圭 P-151 
 河村 功一 P-050,P-055 
 川本 芳 P-136,P-137,P-154 
 姜 恵智 P-051 
 環境省 野生生物課 F15 
 神田 剛 P-104 
キ 菊地 デイル万次郎 P-009,P-095 
 菊池 隼人 P-053,P-054,P-057 
 岸本 康誉 F12,P-068 
 岸元 良輔 F13,P-136,P-137,P-149 
 北門 利英 P-075 
 北村 延夫 P-072 
 木下 豪太 F09,P-048 
 木下 こづえ P-028 
 木村 順平 P-040 
 木村 由莉 P-116 
ク 日下 昭宏 P-066 
 久高 奈津子 P-120 
 久高 将洋 P-120 
 沓掛 展之 P-090 
 久保 浩太郎 P-031,P-033 

 久保 威人 P-096 
 久保(尾崎) ⻨野 F02 
 久保嶋 江実 F16 
 久保田 潤一 F16 
 久保田 渉誠 P-020 
 熊谷 南望 P-030 
 熊田 礼子 P-153 
 クマ保護管理 作業部会 F13 
 鞍懸 重和 P-108,P-139,P-025 
 栗城 穂乃香 P-078 
 栗原 望 P-013 
 栗原 洋介 P-011 
 栗山 武夫 P-067,P-138 
 ⿊岩 麻里 F04 
 ⿊江 美紗子 P-023,P-136,P-137,P-149 
 ⿊澤 弥悦 P-002 
 ⿊田 実加 P-072 
 桑原 剛志 P-096 
コ 小池 伸介 P-103,P-023,P-107 
 小泉 透 P-126 
 小泉 亮子 P-126 
 孝口 裕一 P-086 
 幸田 良介 P-140 
 小木 万布 P-074 
 小坂井 千夏 P-156,F05,F13,F15,P-023 
   P-130 
 小高 信彦 P-120 
 小寺 祐二 P-003,P-005 
 後藤 優介 F13,P-101 
コ 小濱 剛 P-074 
 小林 秀司 P-049,P-050,P-055 
 小林 峻 P-120 
 小林 知奈 P-077 
 小林 駿 P-096 
 子安 和弘 P-102 
 小柳 恭二 P-114 
 小薮 大輔 F07,P-124,P-040,P-042,P-043 
 近藤 理美 P-075 
 近藤 麻実 F13 
 紺野 弘毅 P-049,P-055 
サ 税田 美恵 P-100 
 齊藤 隆 P-121,F06 
 斎藤 昌幸 P-022,P-029,P-030,P-059,P-084 
 斎藤 梨絵 P-153 
 佐伯 緑 P-130,P-156 
 坂口 裕佳 P-111 
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 坂本 信介 F06 
 坂本 美佳 P-099 
 櫻井 祐奈 P-086 
 佐々木 基樹 P-012,P-072 
 佐々木 里菜 P-089 
 笹本 茂美 P-099 
 佐鹿 万里子 P-021 
 佐竹 祥世 P-098 
 佐藤 凱 P-101 
 佐藤 巧庸 F02 
 佐藤 淳 F04,P-048,P-052,P-058 
 佐藤 真 P-020 
 佐藤 孝雄 F14 
 佐藤 拓真 P-144,F09 
 佐藤 喜和 P-158,P-155 
 澤 紅乃 P-082 
 澤田 誠吾 P-154,F13 
シ 塩野﨑 和美 P-076 
 塩野崎 和美 P-077 
 繁田 真由美 P-090 
 七條 知哉 P-008,P-070,P-128,P-143 
 篠原 明男 F04 
 篠原 綾乃 P-033 
 柴山 理彩 P-060 
 渋谷 未央 P-098,P-074,P-079 
 島田 卓哉 F06 
 嶌本 樹 F17,P-122 
 清水 あゆみ P-148 
 下鶴 倫人 P-134,P-151,P-021,P-106,P-147 
 下山田 理子 P-034,P-037 
 徐 ジュン P-104 
 城ヶ原 貴通 F08,P-144 
シ 白石 俊明 F13 
 白根 ゆり P-106,P-021,P-147,P-151 
 白栁 正隆 P-021 
 神保 美渚 P-021,P-106,P-147,P-151 
ス 末廣 春香 P-062,P-010,P-038,P-069 
 須川 敏行 P-080 
 杉田 あき P-090 
 杉本 太郎 F11,P-138 
 杉山 優里 P-015 
 洲合 隼輝 P-087 
 須崎 菜緒 P-080 
 鈴木 魁士 P-077 
 鈴木 圭 P-133 
 鈴木 聡 P-100 

 鈴木 嵩彬 P-143,P-008,P-070,P-146 
 鈴木 和 P-016 
 鈴木 仁 F04,P-048 
 鈴木 風磨 P-113 
 鈴木 正嗣 F03,F11,P-008,P-070,P-128 

P-143 
 鈴木 美緒 P-084 
 鈴木 彌生子 P-149 
 陶山 大志 P-088 
セ 關 義和 P-132,P-036 
タ 高井 正成 P-118 
 高井 亮甫 P-039 
 高木 俊 P-138,F01,P-082,P-087 
 高嶋 敦史 P-120 
 高田 隼人 P-142 
 髙田 隼人 P-006 
 高田 まゆら P-012,P-130 
 高橋 未彩 P-097 
 高橋 夢湖 P-113 
 高畑 優 P-061 
 高見 一利 P-080 
 田上 陸 P-122 
 瀧井 暁子 P-091,P-004,P-018,P-114,P-149 
 竹内 正彦 P-156 
 武田 精一郎 P-001 
 武山 絵美 F11 
 田島 美和 P-081 
 田島 木綿子 P-072 
 立木 靖之 P-094 
 立脇 隆文 P-157 
 田鳥 菜々子 P-003 
 田中 浩 P-062 
 田中 美衣 P-107 
 田中 里奈 P-031 
 谷口 啓貴 P-055 
 谷沢 靖洋 P-099 
 玉置 雅紀 P-123 
 玉田 祐介 P-109 
 玉谷 宏夫 F13 
 田村 典子 F06,P-090 
 田村 常雄 P-117 
ツ 塚田 英晴 F10,P-033 
 塚田 安広 P-006 
 辻 大和 P-113,P-118 
 辻井 浩希 P-075 
 都築 直 P-072 
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 恒川 篤史 P-009 
 角井 建 P-048,F09 
 坪 充 P-009 
 坪田 敏男 P-021,P-106,P-147,P-151 
 釣賀 一二三 F13,P-151,P-155 
テ 手塚 詩織 P-107 
 手塚 夏季 P-006 
 鉄谷 龍之 P-068 
 寺井 洋平 P-090 
 照内 歩 P-054 
 土井 瑠奈 P-033 
 堂元 菜々実 P-072 
ト ⼾川 周平 P-068 
 栃木 香帆子 P-023,P-107 
 富田 幹次 P-024 
 富安 菜々子 P-157 
ナ 仲井 大智 P-046 
 ⻑尾 茉美 P-032 
 中川 恒祐 F13,P-154 
 中郡 翔太郎 P-072 
 ⻑﨑 薫 P-033 
 中下 留美子 P-149,P-076,P-130 
 中島 啓裕 P-125,P-071 
 中島 泰弘 P-130 
 中田 勝士 P-120 
 中田 早紀 P-035 
 中⻄ 希 P-083 
 中⻄ 将尚 P-021,P-106,P-151 
 ⻑沼 知子 F05,P-107,P-023 
 ⻑野 康之 P-148 
 中村 玄 P-073 
 中村 春香 P-033 
 中村 秀次 P-155 
 中村 保一 P-099 
 中本 敦 F07,P-060 
 中山 しのぶ P-099 
 南雲 亜希子 P-020 
ニ ⻄川 俊夫 P-019 
 ⻄澤 悠 P-027 
 ⻄島 明日香 P-026 
 ⻄田 義憲 P-015,P-016 
 ⻄野 優佑 P-152 
 ⻄原 幹朗 P-044 
 ⻄堀 正英 P-002,P-044 
 ⻄村 修 P-119 
 ⻄村 光由 P-066 

 ⻄山 依里 P-020 
 ⻄脇 慶 P-014 
ヌ 沼田 ヴィトル P-049,P-055 
ネ 根本 唯 P-153 
ノ 野澤 秀倫 P-065 
 野尻 太郎 P-042,P-040,P-043 
 野瀬 紹未 P-070,P-008,P-128,P-143 
 野田 亜矢子 P-044 
 野田 凪沙 P-009,P-095 
 朴 侑希 P-138 
ハ 橋本 琢磨 F08 
 橋本 稔 P-033 
 ⻑谷 一麿 F07 
 ⻑谷川 綾香 P-034,P-037 
 ⻑谷川 雅美 P-031 
 秦 彩夏 P-130,F05,P-156 
 畑瀬 淳 P-044 
 畠中 俊輔 P-068 
 塙 悠希 P-037,P-034 
 濱口 あかり P-149 
 濱田 桜 P-158 
 早川 卓志 P-092 
 林 耕太 P-131 
 林 穣 P-018 
 林 剛弘 P-119 
 林(田村) 典子 P-126 
 原 敬太 P-036 
 原 優香 P-034,P-037 
 原田 周 P-025 
 原田 正史 P-048 
バ 坂⻄ 梓里 P-061 
ヒ 東 和明 P-116 
 東出 大志 F11,P-008,P-070,P-128,P-138 

P-143 
 樋口 尚子 P-130 
 久野 真純 P-104 
 平川 英樹 P-099 
 平川 浩文 P-004,P-091 
 平田 和葉 F02 
 平田 聡 P-028 
 平田 滋樹 F15 
 平山 寛之 P-068 
 弘島 由紀子 P-071 
 廣瀬 未来 P-031 
フ 深澤 圭太 F01,P-023,P-130,P-151 
 福井 大 F07,P-040,P-042,P-043,P-116 
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 福江 佑子 P-130 
 福田 澪季 P-078 
 福永 健司 P-110 
 藤井 啓 P-012 
 藤井 壮也 P-073 
 藤井 秀樹 P-079 
 藤岡 慧明 F07 
 藤木 大介 P-087 
 船越 公威 P-117 
ホ 法眼 利幸 P-066 
 細井 栄嗣 P-010,P-038,P-062,P-069 
 細井 彩香 P-075 
 堀 淑恵 P-026 
 本郷 峻 P-071 
 本田 鈴香 P-059 
 本田 剛章 P-092 
 本田 剛 F05 
マ 増田 隆一 F14,P-015,P-016,P-022 
 益成 典彦 P-119 
 松石 隆 P-072 
 松浦 友紀子 P-094 
 松田 純佳 P-072 
 松平 崇弘 P-020 
 松林 尚志 P-032,P-039,P-078,P-079,P-080 
 松本 哲朗 P-119 
 松本 悠貴 P-099,F14 
 松山 紘之 F03 
 間野 勉 P-151,P-155 
 間宮 寿頼 P-093 
ミ 三浦 貴弘 P-136,P-137 
 水野 佳緒里 P-071 
 光岡 佳納子 F10 
 南 倉輔 P-071 
 南 正人 P-130 
 南 佳典 P-036 
 宮崎 雅雄 F14,P-019 
 宮下 直 P-076,P-077 
 宮本 慧祐 P-039 
 宮本 航雅 F02 
 名生 啓晃 P-107 
ム 村上 菫 P-057 
 村瀬 弘人 P-073 
 ムラノ 千恵 P-058 
モ 望月 翔太 P-148 
 本川 雅治 P-112,P-045,P-047,P-051 

P-056,P-063,P-064 

 森 智基 P-035 
 森 貴久 P-101 
 森下 海斗 P-097 
 森田 奈々 P-052 
 森部 絢嗣 P-014 
 森光 由樹 P-154,P-087 
ヤ 矢神 秀美 P-050 
 八神 未千弘 P-049,P-055 
 矢倉 勝 P-099 
 安江 博 P-044 
 安岡 宏和 P-071 
 安田 皓輝 P-052 
 安田 雅俊 F08,P-133 
 谷⼾ 崇 P-056,P-051,P-064,P-112 
 柳澤 賢一 P-135 
 山内 貴義 P-139,P-025,P-108 
 山口 英美 P-012 
 山口 さくら P-079 
 山口 沙耶 P-150,P-145 
 山口 聖也 P-002 
 山越 整 P-073 
 山﨑 晃司 F13,P-006,P-023,P-034,P-037 

P-085,P-107,P-153 
 山崎 裕治 P-020 
 山田 孝士 P-119 
 山中 正実 P-147,P-106,P-134,P-151 
 山根 理貴 P-085 
 山本 麻希 P-148 
 山本 義彦 P-140 
 八代田 千鶴 F15,F12,P-135 
ユ 湯川 梨沙子 P-049 
ヨ 横山 真弓 F11,P-067,P-082,P-138 
 吉川 正人 P-007 
 吉田 英利佳 P-061 
 吉田 洋 P-129 
 吉村 恒熙 P-017 
 義村 弘仁 P-028 
 吉村 真由 P-067 
 吉村 侑子 P-098 
 吉行 瑞子 P-116 
リ 林野 庁 F15 
ワ 若月 将平 P-068 
 和久 大介 P-127 
 鷲田 茜 P-006,P-142 
 早稲田 宏一 P-155 
 渡辺 安希子 P-099 
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 渡邉 和真 P-030 
 渡部 桂 P-099 
 渡辺 茂樹 P-110,F16 
 渡辺 伸一 P-119 
 渡邊 拓真 P-094 
 渡辺 拓実 P-020 
 渡邉 英之 P-007 
 渡部 凌我 P-029,P-084 
 渡 壮平 P-034,P-037 
 亘 悠哉 F03,F08,F15,P-076,P-077 
A Abramov, Alexei P-016 
 Aspi, Jouni P-015 
B Brualla, Nicolas P-043 
 Buyanaa, Chimeddorj P-009 
C Chimeddorj, Buyanaa P-095 
 Claire, Chung P-099 
D Djiéto-Lordon, Champlain P-071 
 Doube, Michael P-043 
 Dzefack, Zeun’s P-071 
H Holmala, Katja P-015 
 Hon-Ming, Lam P-099 
 Hurst, Jane P-019 
J John, King P-002 
L Lansink, Gerhardus P-015 
 Lopez-Aguirre, Camilo P-042 
M Munkhbat, Uuganbayar P-009 
P Peng, Fei P-009 
 PIMSAI, AWATSAYA P-063 
 Preble, Jason F07,P-115 
S Sanamxay, Daosavanh P-047 
 Sohn, JoonHyuk P-040 
T Ting-Fung, Chan P-099 
 Tu, Vuong P-040,P-043 
U Uuganbayar, Munkhbat P-095 
V Vernyuy, Latar P-071 
 Vincenot, Christian F07,P-115 
 Vuong, Tu P-042 
T Thu, Wai P-064 
W Wilson, Laura P-042,P-043 
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Annual Meeting of MSJ2021 Program Errata 
2021 年日本哺乳類学会大会プログラムの訂正 

Annual Meeting Planning Committee 
日本哺乳類学会大会企画・将来構想委員会 

This document is an official record of the 2018 Annual Meeting of MSJ program errata, which 
include the following types of correction. 
1. Title correction
2. Author addition/correction
3. Title correction and author addition/correction
本表に掲載された訂正は大会の公式記録として残ります。掲載されるのは、次の 3 つの場
合のみです。
１． 講演タイトルの訂正
２． 著者の追加・訂正
３． 講演タイトルの訂正と著者の追加・訂正

Poster presentations（⼀般講演・ポスター発表） 

Author addition/correction（著者の追加・訂正）

P-025 ツキノワグマの糞を用いた食性研究における目視法とポイント枠法の⽐較検討

(誤)〇Harada, Amane1, 鞍懸 重和 2, 山内 貴義 3（1 岩手大学総合科学研究科, 2 岩手県環境保
健研究センター, 3 岩手大学農学部） 

(正) 〇原田 周 1, 鞍懸 重和 2, 山内 貴義 3（1 岩手大学総合科学研究科, 2 岩手県環境保健研
究センター, 3 岩手大学農学部）
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ご協賛一覧 
大会開催にあたり、以下の方よりご支援をいただきました。御礼を申し上げま

す。 
 
株式会社ティンバーテック 
株式会社サーキットデザイン 

（敬称略） 

 

 

 

 

 

  

191



イノシシの調査に使用可能な

イヤータグ型GPS発信器を開発中

ただいま、開発中

イヤータグ型GPS発信器

GLT-04

対応動物　　　　　　ー　イノシシなど
送信周波数　　　　　ー　150MHz帯, 3チャンネル
実用通信距離　　　　ー　 約400m *条件による
製品重量　　　　　　ー　65g
電池寿命　　　　　　ー　設定条件による

電池の交換,および充電はできません
データダウンロード　ー　GL-LinkManager2によりダウンロード

399-8303 長野県安曇野市穂高7557-1 ht tps : //www. t rack ing21. jp
TEL.0263-82-1024  FAX.0263-82-1016 an ima l@t rack ing21. jp

価格未定

ANIMAL MAPに対応
省電力設計で小型·軽量化
首輪装着が困難なイノシシに使用可能なイヤータグ型

（仮）

ARIB STD-T99 電波法準拠

※写真は開発途上の仮の筐体デザインです
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