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会場への交通案内

大会会場

（1） 9月15日（木）はオンラインでのポスター発表・質疑応答を行います．大会ウェブサイトからウェブ要旨集（ORSAM 
Portal）にログインしてポスター会場にお入りください．

（2） 9月 17日（土）～ 9月 19日（月・祝）は，京都府立大学・下鴨キャンパス（〒606-8522　京都市左京区下鴨半木町
1-5）で口頭発表，シンポジウム，ポスターフラッシュトーク，高校生ポスター発表，ダイバーシティ推進セミナー，
学会賞贈呈式・受賞講演，関連集会，公開講演会をオンサイト開催します．

京都府立大学・下鴨キャンパスは，JR京都駅から地下鉄烏
丸線「北山駅」下車，正門まで南へ約 600 mにあります．経
路の詳細は「会場への交通経路」の項目をご覧ください．
駐車スペースの関係上，お車でのご来場はご遠慮ください．

公開講演会会場

公開講演会は，9月 17日（土）13:30より，京都学・歴彩館　大ホール（京都府立大学・下鴨キャンパス）で開催します．
講演会に参加する場合には，別途，申し込みが必要ですが，会場の席に空きがあれば当日参加も可能です．

交流会

コロナ感染拡大防止のため，従来型のミキサー・シニアの集い・懇親会は開催いたしません．従来，懇親会で行われてい
た学会長・大会会長などの挨拶は 9月 18日（日）贈呈式に引き続き，行います．その後，Deli Cafeたまごにて簡単な交
流会（アルコール提供なし，登録不要）を実施します．会員の交流にご活用ください．

各会場の場所・アクセスは 5 ページから 7 ページの案内図をご覧ください．
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会場への交通経路

■ JR京都駅から
地下鉄烏丸線「北山駅」下車，正門まで南へ約600 m
市バス 4号系統（上賀茂神社行）「北園町」下車，正門まで西へ約300 m
市バス 205号系統（四条河原町経由北大路バスターミナル行）， 206号系統（東山通経由北大路バスターミナル行）  
「府立大学前」下車，正門まで北へ約350 m

■ 京阪出町柳駅前から
市バス 1号系統（西賀茂車庫行）「府立大学前」下車，正門まで北へ約350 m
市バス 4号系統（上賀茂神社行）「北園町」下車，正門まで西へ約300 m
京都バス 32系統（広河原行），34系統（静原城山行），35系統（市原行）　「府立大学前」下車，正門まで北へ約350 m

■ 四条河原町から
市バス 4号系統（上賀茂神社行）「北園町」下車，正門まで西へ約300 m
市バス 205号系統（北大路バスターミナル行）「府立大学前」下車，正門まで北へ約350 m
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会場配置図
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大会に参加される方へ

受付と全般的注意

（1） 本大会は 9月15日（木）にオンライン，9月17日（土）～ 19日（月・祝）にオンサイト（於：京都府立大学　下鴨キャ
ンパス）で開催します．

（2） 一般のオンサイト参加受付は 9月17日（土）8:30から，大会受付（稲盛記念会館1階メインホール）で行います．
・事前参加登録をされている方：受付の必要はありません（名札・プログラム集は事前に郵送してあります）．
・事前参加登録をしていない方（当日参加の方）：参加受付をしてください．

（3） 大会の受付の横に学会の受付も設置いたします．年会費納入や学会入会の手続が可能です．
（4） 会場内では必ず参加証（名札）を着用してください．参加証のケースは受付付近に準備しています．事前参加登録を

お済ませの方には，参加証をお送りしています．また，本大会の新型コロナウイルス感染症対策（下記）について同
意いただき，参加証のチェックボックスにチェックを入れてご着用ください．

（5） 発表内容に関して，カメラ，ビデオ，携帯電話による撮影，もしくは講演音声の録音等を，発表者に無断で行うこと
を厳に禁止します．

新型コロナウイルス対策について

●新型コロナウイルス感染症対策に関して，大会へのご参加は，
・事前に各自で検温を行い，37.5°C以上の発熱のある場合や，体調が万全でない場合は参加しないこと
・3回目ワクチン未接種の方は，接種もしくは参加直前の抗原検査受診をご検討ください
・手洗い・アルコール等の使用により，手指の消毒を徹底すること
・会場内（屋内・屋外）では常時マスクを着用すること
・飲食時の会話・大声での会話は避けること
・会場内（屋内・屋外）では他の人との距離を適宜保つこと
・ 大会実行委員会は，コロナウイルス流行の状況に応じて，大会の運営内容等を変更することがあります．その場合，
変更に従っていただくこと
・会期内に濃厚接触やクラスターが発生した場合，自宅待機あるいは追跡調査にご協力いただくこと
・ 日本植物学会は参加者の不慮の感染に対して責任を追及しません．同様に，日本植物学会，大会実行委員会ならびに
関係者は感染に対する責任を負いかねます
以上の事項にご同意いただき，参加証にチェックを入れ，会場にお持ちください．
チェックのない場合，入場できない場合があることを予めご了承ください．
●会場入口にはアルコールを設置しますので，入場時の手指消毒のご協力をお願いいたします．
● クロークは設置しますが，過密を避けるため，お荷物は可能な限りホテル・駅等，会場外で各自保管いただくようご協
力をお願いいたします．

情報セキュリティー

本大会に参加するにあたり，種々のパスワードや URLを第三者に伝えないこと，発表画面を録画・撮影しないこと，学
会で知り得た未発表の結果を発信しないことに同意いただいています．必ず遵守してください．また，本大会で発表する
にあたり，通常の集会形式よりも録画や撮影の危険性が増すことをご理解いただき，未発表の結果の取り扱いに注意して
発表していただくことに同意いただいています．大会実行委員会は，参加者の守秘義務への同意のもと，ウェビナーの録
画機能停止やポスターファイルのダウンロード不可設定などの対応を行うとともに，参加者が発表の録画や撮影をしない
よう最大限の注意喚起を行います．

研究発表

▶ 口頭発表（一般講演）

（1） 発表時間は，1演題につきPCの接続時間を含め15分（質疑応答3分を含む）です．
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（2） 発表は各会場で発表者の PCを Zoomに接続し，画面共有をしながら行います．発表用の PCをご持参ください．イ
ンターネットへの接続方法と Zoomによる画面共有の詳細は別途ご案内いたします．

（3） （2）の方法で発表が行えない場合は，各会場に備え付けの液晶プロジェクターを用いて行います．発表用の PCはご
持参ください．大会実行委員会では PCの準備はしておりません．

（4） PCの操作ならびに接続は演者自身が行ってください．大会実行委員会では，PCならびにプロジェクターの取り扱い
に関するスタッフは配置しておりません．

（5） 発表会場では，各セッションの開始30分前から試写が可能です．事前に，お持ちの PCの動作をご確認ください．
（6） 会場内のスクリーンは各会場に備え付けの 1枚のみです．複数の機器による同時投影はできません．

▶ シンポジウム

（1） 進行は各オーガナイザーに一任いたします．次の行事予定が入っている会場もありますので，予定時間通りに終了す
るように時間配分にご留意ください．

（2） PCの接続などは，一般講演と同様の要領です．

▶ ポスター発表（一般）

（1） 開催方法
 コミュニケーションツール（Gather）とウェブ要旨集（ORSAM Portal）を用いて，オンラインで開催します．
（2） 作成要領
 ・ ポスターは「縦長 A版比（縦：横＝√̅2：1）1枚」，または「A4横の連続ページ（ページを送って閲覧します）」の

いずれかで作成し，PDFに変換してください（システムの設定上PDF以外は登録できません）．ポスターの容量は，
可能な限り 2MB以下になるようにしてください．システムへの負荷を軽減することにより皆様に快適な環境（軽
快な操作・素早い表示）でご参加いただけますので，ご協力をお願いします（最大容量は 3MB以下となり，それ
より大きな容量のデータは登録できません）．

 ・ 9月 1日から 9月 8日の期間に，PDFファイルを演題登録システムにアップロードしてください．アップロードの
方法は発表者にお知らせします．

（3） ポスター閲覧・質疑応答
 ・ ポスター発表期間（9月 15日 13:00～ 16:00）に Gatherでインタラクティブな発表ができます．オンラインにてリ

アルタイムで質疑応答してください．
 ・ ウェブ要旨集（ORSAM Portal）は 9月 13日公開予定です．公開後はウェブ要旨集に掲載されたポスターの閲覧と

コメント欄を用いた質疑応答ができます．コメント欄に適宜書き込みをしてください．
（4） ポスターデータの取り扱い
 ・ ポスターは，ウェブ要旨集（ORSAM Portal）内で 9月 30日まで公開され，その後自動的に削除されます．大会終

了直後にデータの削除を希望する場合は，ポスターアップロード時に「削除を希望する」にチェックを入れてくだ
さい．

ポスターフラッシュトーク（一般・高校生 共通）

（1） 9月17日（土）9:30～11:30に，ポスター発表者のうち希望者によるフラッシュトークを開催します．
（2） 発表時間は交代を含めて 2分です．質疑応答はありません．
（3） 9 月 1 日から 9 月 8 日の期間に，フラッシュトーク用の PDF ファイル（A4横・1ページ）を演題登録システムにアッ

プロードしてください．アップロードの方法は発表者にお知らせします．
（4） 発表ファイルの操作は運営側で行います．
（5） フラッシュトークの会場は日程表・プログラム等をご覧ください．

プログラム

参加費を支払った参加者には簡易製本したプログラム集（本誌）を事前に送付しています．大会ウェブサイトから PDF
版をダウンロードすることもできます．
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ウェブ要旨集（ORSAM Portal）

（1） 参加者はウェブ要旨集（ORSAM Portal）から全ての要旨を閲覧することができます．
（2） 大会ウェブサイトから要旨集 PDFをダウンロードしてご利用いただくこともできます（参加料を支払った参加者に

限る）．
（3） ORSAM Portalは要旨集の閲覧のみでなく，口頭発表とシンポジウムのプレゼンテーションとオンライン参加，ポ 

スター（一般）閲覧・質疑応答，ポスター発表を行うためにも使用します．使用方法については大会ウェブサイト 
（http://bsj.or.jp/bsj86/information.html）をご参照ください．

日　程

9月15日（木）　〈オンライン一般ポスター発表日〉

時　間 内　容 会　場

10:00～ 10:10 開会宣言 オンライン

10:10～ 11:40 奨励賞　オンライン受賞講演 オンライン

13:00～ 14:30 オンラインポスター発表　コアタイム前半 オンライン

14:30～ 16:00 オンラインポスター発表　コアタイム後半 オンライン

9月16日（金）

時　間 内　容 会　場

11:00～ 12:45 JPR編集委員会 合同講義棟第6講義室

13:30～ 15:15 JPR拡大編集委員会 B会場

12:30～18:30 関連学会　植物形態学会 京都学・歴彩館

15:30～ 18:30 臨時代議員会 C会場

9月17日（土）　〈オンサイト第1日目〉

時　間 内　容 会　場

8:30～ 17:00 受付 稲盛記念会館1階メインホール

9:30～ 12:30 口頭発表・シンポジウム A～C, F～H会場

9:30～ 11:30 ポスターフラッシュトーク D, E, I, J会場

11:30～ 13:00 高校生ポスター発表 京都学・歴彩館 小ホール

12:30～ 14:00 日本植物学会関連団体意見交換会 合同講義棟 第6講義室

13:30～ 16:00 公開講演会 A会場

16:00～ 16:30 高校生ポスター表彰式 A会場

14:00～ 17:45 口頭発表・シンポジウム B～ J会場

18:00～ 20:00 関連集会　日本シダ学会・集会 B会場

18:00～ 20:00 関連集会　植物イメージングに欠かせない知識と技術4 D会場

18:00～ 20:00 関連集会　スペース・モス E会場
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9月18日（日）　〈オンサイト第2日目〉

時　間 内　容 会　場

9:00～ 17:00 受付 稲盛記念会館1階メインホール

9:00～ 12:30 口頭発表・シンポジウム A～ J会場＊

12:30～ 13:25 ダイバーシティ推進セミナー D会場

12:30～ 13:30 学会賞選考委員会 合同講義棟 第6講義室

13:40～ 16:40 会員の集い・学会賞贈呈式・受賞講演・京都大会挨拶 A会場

16:40～ 18:30 交流会 Deli Cafeたまご

＊歴彩館9:00開館，A会場プログラム 9:15開始．

9月19日（月・祝）　〈オンサイト第3日目〉

時　間 内　容 会　場

9:00～ 17:00 受付 稲盛記念会館1階メインホール

9:00～ 12:00 口頭発表・シンポジウム・若手奨励賞講演 B～ J会場

12:00～ 13:30 拡大広報・電子出版物編集委員会 合同講義棟 第6講義室

13:30～ 16:30 口頭発表・シンポジウム B～ J会場

関連集会

植物学会大会開催期間中に以下の関連集会が開催されます．

（1）日本シダ学会・集会

日 時 　9月17日（土）18:00～ 20:00　　　 会 場 　B会場（合同講義棟 第3講義室）
内 容 　この関連集会は，日本植物学会の年次大会期間中に毎年開催されている日本シダ学会主催のミニシンポジウ
ムです．会員以外の方でも，植物学会の大会参加者なら自由に参加して頂けます．また，研究対象もシダ植物のみに
限定していません．今年のテーマは，「倍数化を伴わない種分化」です．シダ類の種の誕生には異質倍数体形成のよ
うな倍数化を伴う事例が多いことが知られていますが，それは倍数性を維持したまま分化した多様な種の存在の上に
成り立っています．一人目の講演者の石井さんには，二倍体と六倍体レベルでそれぞれ種分化を遂げた日本産のハナ
ヤスリ科オオハナワラビ属の事例を紹介いただきます．本科の植物の配偶体は地中生であるために自殖性が高く，種
内変異が顕在化しやすいことから，形態種が細分される傾向にあります．二人目の講演者の柿嶋さんには，二倍体レ
ベルでの顕著な種分化を日本で遂げたサトイモ科テンナンショウ属の事例を紹介いただきます．形態から定義された
種間の関係は，遺伝的距離の近さゆえに解明が難航していましたが，次世代シーケンサーの導入によって新たな展開
が期待されます．

演 題

1．石井 壮佑（千葉大・院・融合理工） 「高自殖性シダ植物ハナヤスリ科オオハナワラビ属における多様性創出機構」
2．柿嶋 聡（国立科博・分子センター） 「 ゲノムワイド解析により明らかになるサトイモ科テンナンショウ属マムシ

グサ節の多様化」
世話人 　海老原 淳（国立科学博物館 植物研究部）：ebihara@kahaku.go.jp

（2）植物イメージングに欠かせない知識と技術4

日 時 　9月17日（土）18:00～ 20:00　　　 会 場 　D会場（稲盛記念会館 102室）
内 容 　蛍光イメージング技術の進歩により，蛍光タンパク質による蛍光ライブイメージングや，透明化技術による
組織丸ごとの観察，超解像技術による高解像度の画像撮影が身近になりました．共焦点顕微鏡は，断層画像を撮影す
るだけでなく，標識分子の蛍光寿命の情報を得ることができる機種も発売されています．一方，これからイメージン
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グ研究をはじめようとする研究者や学生にとっては，これら高度化した技術は敷居が高いのが現状です．この関連集
会では，顕微鏡を使うときに役立つ基礎知識から，陥りやすい落とし穴，最新のイメージング技術まで，演者らの実
体験に基づいて紹介します．今年は世話人に加え，名大の青山さんに蛍光寿命を用いた多色標識イメージングについ
て話していただきます．

演 題

1．村田 隆（神奈川工科大・応用バイオ） 「多色標識細胞を作るときに考えること」
2．佐藤 良勝（名大・WPI-ITbM） 「植物イメージング一問一答」
3．青山 剛士（名大・WPI-ITbM） 「蛍光寿命を指標としたマルチイメージング技術」
世話人 　村田 隆（神奈川工科大・応用バイオ）：murata@bio.kanagawa-it.ac.jp

佐藤 良勝（名大・WPI-ITbM）：sato.yoshikatsu.h7@f.mail.nagoya-u.ac.jp

（3）スペース・モス

日 時 　9月17日（土）18:00～ 20:00　　　 会 場 　E会場（稲盛記念会館 103室）
内 容 　宇宙は夢から現実になってきました．では宇宙を利用して私たちは何ができるのでしょうか．そしてどのよ
うな夢が実現できるのでしょうか．どのような植物を利用してどのような実験を行えばどのような新しい知見を得る
ことができるのでしょうか．本関連集会では，スペース・モスで実施している国際宇宙ステーション（ISS）での宇
宙実験や宇宙環境を模した地上実験での現状や課題を紹介し意見交換します．またここ数年，民間企業の宇宙産業へ
の参画により，宇宙実験への距離が急速に近づきつつあります．そこで，いち早く宇宙への夢や可能性に掛け，新し
い現実に向かって走り出している国内の 2つの企業にご参加いただき，それぞれの取り組みやこれから目指す宇宙事
業・挑戦についてお話いただきます．これからやってみたい宇宙研究にご興味ある方のご来場をお待ちしています．

講演者 　
半場 祐子（京都工繊大） 「 重力とのファーストコンタクト -最古の陸上植物であるコケ植物の重力増加への適応」
藤田 知道（北海道大学） 「宇宙環境でのコケ植物の成長やストレス耐性について」
久米 篤（九州大学） 「植物宇宙栽培実験の現状と課題」

＜宇宙企業から＞
Space BD株式会社　中田星子（事業開発エンジニア）・山崎秀司（事業開発）
 「国際宇宙ステーションを利用した植物×宇宙実験」
株式会社DigitalBlast　名倉理紗（シニアアソシエイト）・森徹（マネージャー）
 「 ISS内で月・火星重力を再現する植物栽培用超小型重力発生装置の民間開発」
世話人 　藤田 知道（北海道大学）：tfujita@sci.hokudai.ac.jp

久米 篤（九州大学）：akume@agr.kyushu-u.ac.jp

関連学会の集会として，日本植物形態学会第34回総会・大会が開催されます．

会 場 　京都学・歴彩館　大・小ホール
日 時 　9月16日（金） 12:30-13:15　総会 

13:30-15:00　講演会 
15:00-16:00　ポスターフラッシュ 
16:00-18:30　ポスター発表／ポスター賞表彰
＊時刻については若干の変更の可能性があります．

ダイバーシティ推進セミナー 
（公益社団法人日本植物学会・ダイバーシティ推進委員会主催）

「SNSの光と影—植物科学研究における活用を考える—」

日 時 　9月18日（日）12:30～ 13:25　　　 会 場 　D会場（稲盛記念会館 102室）
内 容 　SNS（Social Networking Service）は研究業界になくてはならないものになりつつある．SNSを通じた情報発信
により，これまでにはなかった形の交流が進むことで，研究業界の裾野拡大などダイバーシティ推進に貢献しうるツー
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ルといえるかもしれない．その一方で，SNS上での「オンラインハラスメント」などの問題も指摘されており，ポジ
ティブな点，ネガティブな点を理解しつつ，研究者それぞれが SNSとの付き合い方について考えてみる機会は重要
だろう．本セミナーでは，SNSの背景などの概要説明の後に，科学技術社会論を研究されている東京大学の横山広美
先生より，「研究者と SNS」というタイトルでご講演いただく．その後，横山先生を交えた植物学会関係者によるパ
ネルディスカッションを通して，ダイバーシティ推進における SNSの役割について議論したい．

演 題

1. 12:30～ 12:35 日本植物学会会長　挨拶
  寺島 一郎（東京大学）
2. 12:35～ 12:40 本テーマを取り上げた経緯
  成川 礼（東京都立大学）
3. 12:40～ 13:00 研究者と SNS
  横山 広美（東京大学）
4. 13:00～ 13:30 パネルディスカッション
  ［パネリスト］　 横山 広美（東京大学） 

稲田 のりこ（大阪公立大学） 
小林 康一（大阪公立大学） 
成川 礼（東京都立大学） 
宮本 通（東京大学）

  ［司会］　 池田 陽子（岡山大学） 
土松 隆志（東京大学）

高校生研究ポスター発表

（1） 開催方法
 9月17日（土）11:30～ 13:00に京都学・歴彩館　小ホール（京都府立大学・下鴨キャンパス）にて行います．
（2） 作成・掲示要領および撤去の時間
 縦 160 cm×横 86 cmの範囲内に印刷したポスターを 9月 17日（土）11:30までに掲示してください．演題番号ならび

にポスター貼付用のピンなどは大会運営委員会で準備します．ポスターは，9月17日（土）15:00～16:45の間（17:00
以降は入館不可）に撤去してください．

（3） ポスターフラッシュトーク
 参加者のうち，希望者にはフラッシュトークしていただけます．詳しくは前項「ポスターフラッシュトーク」をご覧
ください．

（4） 表彰
 審査により優秀な発表には賞を授与します（発表済みの研究を除く）．表彰式は 9月17日（土）16:00から，A会場（歴
彩館・大ホール）（京都府立大学・下鴨キャンパス）にて公開講演会の後に行います．受賞された場合，発表者の氏
名や高校名，会場での発表の様子などを学会ホームページに掲載する場合があります．ポスター発表内容の詳細はわ
からないように配慮して掲載致しますが，不都合がある場合はご連絡ください．

公開講演会

ふるさとの植物を守ろう〜植物園の新たな役わり〜

日 時 　9月17日（土）13:30～ 16:00
会 場 　京都府立大学・下鴨キャンパス　A会場（京都学・歴彩館 大ホール）

内 容 　世界的に環境破壊が進行する中で，植物を含めた様々な生き物が絶滅の危機に瀕しています．このような状
況で，植物の展示という従来の植物園の役わりに加えて，地域やそれを超えた植物の多様性を守るためのさまざまな
活動が期待されています．本公開講演会では，これからあるべき植物園の役わりについて考えるために，国内外の植
物園の現状や，植物園を利用した具体的な研究や課題への取り組みなどを広くお伝えしたいと思います．そのために，
第一線で活躍されている第一人者の方々を講師に招いて，様々な視点からご講演をしていただきます．
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プログラム

13:30 はじめに　　戸部 博（京都府立植物園・園長／京都大学名誉教授）
13:35 「植物園とは何か？　日本の植物園，世界の植物園」
 岩科 司（公社日本植物園協会）
14:00 「みんなで調べる高知県の植物～牧野植物園の取り組み」
 藤川 和美（高知県立牧野植物園）
14:25 「地域・植物園・研究者の協働による希少植物の遺伝的保全：芦生と雲ケ畑を例に」
 阪口 翔太（京都大学）
14:50 休憩
14:55 「となりの植物園：虫と植物」
 大島 一正（京都府立大学）
15:20 「21世紀の植物園の役わり」
 山中 麻須美（英国キュー王立植物園）
15:50 おわりに　　田村 実（京都大学／大会会長）

司 会 　佐藤 雅彦（京都府立大学）

クローク

クロークは稲盛記念会館 自習室 1に設置しますが，過密を避けるため，お荷物は可能な限りホテル・駅等，会場外で各
自保管いただくようご協力をお願いいたします．なお利用時間は以下の通りです．
9月17日（土）8:30～ 18:30／9月18日（日）8:30～ 19:00／9月19日（月・祝）8:30～ 17:00

インターネット

会場内では，eduroamおよび KYOTO Wi-Fi（https://ja.kyoto.travel/wi�/）が利用できます．eduroamのアカウントをお持ちの
方は，ご自分のアカウント IDとパスワードでご利用ください．なお，大会事務局はアカウント発行等をいたしませんので，
各自ご用意いただくようお願いいたします．

食堂・売店等

大会期間中は，予約弁当を販売いたします（通常の食堂営業はありません）．また，カフェ・レストラン「Deli Cafeたまご」
ではコーヒー・ソフトドリンクなど飲み物の提供も行っていますのでご利用ください（有料）．なお，各会場では昼食をとっ
ていただけます．ただしマスク着用・黙食を徹底するなど，ご協力をお願いします．

休憩室

大会期間中，参加者の皆様の情報交換，および，リフレッシュのために休憩室を設けています．休憩室は，稲盛記念会館 
カフェ・レストラン「Deli Cafeたまご」をご利用ください．利用時間は 9月 17日（土）と 9月 18日（日）は 9:00～ 19:00，
9月 19日（月・祝）は 9:00～ 16:00です．なお，飲食は可能ですが，新型コロナウイルス対策のため，飲食時・大声・マ
スクなしでの会話はお控えください．

会員の集い

9月18日（日）A会場（京都学・歴彩館　大ホール）にて，学会賞贈呈式・受賞講演に先立ち，会員の集いを開催します．
植物学会運営委員会より，学会の現状と今後の活動予定について説明いたします．植物学会について知る良い機会ですの
で，会員の皆様はぜひご参加ください．
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託児室

9月17日（土）～ 9月19日（月・祝）の期間中，託児室を開設します．託児室では，株式会社 アルファコーポレーション（京
都市下京区四条烏丸東入長刀鉾町 8 京都三井ビルディング 4F 　TEL: 075-212-7555）のスタッフがお子様のお世話をしま
す．申し込みの詳細は，大会ウェブサイトの「託児室のご案内」をご覧ください（http://bsj.or.jp/bsj86/nursery.html ）．申し
込みの最終締め切りは，8月31日（火）です．なお，託児室に関するお問い合わせは，件名に「86回大会託児室」を付け
て，大会実行委員会事務局宛（bsj86-o�ce@lif.kyoto-u.ac.jp）にメールでお問い合わせください．
なお，授乳，おむつ交換などにご利用いただけるファミリー休憩室を，託児室に隣接して設置予定です．詳細については
大会実行委員会事務局宛にメールでお問い合わせください．

京都府立植物園

9月17日（土）～ 19日（月・祝）は，参加証の提示で京都府立植物園（観覧温室を含む）に何度でも入場していただけます．
広い園内で生きた植物に囲まれながら，議論を深めていただくのも良いと思います．

植物園職員による京都府立植物園案内ツアー

日程：9月18日（日）
①14:00～ 15:00　植物園内（バックヤード，観覧温室を除く）［北泉門入り口集合］
②14:30～ 15:30　観覧温室［観覧温室チケット売り場前集合］
③15:30～ 16:30　バックヤード［四季彩の丘集合］

各回10分前より受付をします．定員20名，5名以下の場合は不開催です．大会の参加証をご持参ください．
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大会についての問い合わせ先，事務局

▶9月16日（金）まで

＜大会・プログラム等に関するお問い合わせ＞
日本植物学会第86回大会実行委員会
　京都大学理学研究科内
　〒606-8501　京都市左京区北白川追分町
　TEL: 075-753-6452 / FAX: 075-753-6127 / E-mail: bsj86-o�ce@lif.kyoto-u.ac.jp

＜オンライン登録システム，参加費のお支払い等に関するお問い合わせ＞
日本植物学会第86回大会　サポートデスク
　中西印刷株式会社 学会フォーラム内　担当：森川佳奈・津田千容子
　〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入る
　E-mail: bsj2022_support@nacos.com / TEL: 075-415-3661 / FAX: 075-415-3662

▶9月17日（土）〜19日（月・祝）までの3日間

日本植物学会第86回大会本部
　京都府立大学　稲盛記念会館2F会議室
　E-mail: bsj86-o�ce@lif.kyoto-u.ac.jp



プログラム

Program
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日程表  オンライン受賞講演・一般ポスター発表日　9/15（木）

会 場 名 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

オンライン
ポスター
閲覧・
質疑応答

オンラインポスター発表

ポスター閲覧・質疑応答奨励賞　受賞講演
(10:10–11:40) コアタイム前半 コアタイム後半

日程表  オンサイト関連学会　9/16（金）

会 場 名 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

京都学・
歴彩館 関連学会　植物形態学会



19日程表

日程表  オンサイト第1日目　9/17（土）

会 場 名 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A

シンポジウム

公開講演会 高校生ポスター表彰式使おう！
植物学を支える研究プラット
フォーム

B

シンポジウム シンポジウム 関連集会

細胞メカニクス研究の最前線 
〜拡張し続ける視覚と認知の
到達点〜

植物細胞の分化運命の 
制御と可塑性 日本シダ学会

C

シンポジウム シンポジウム

共生したら葉緑体になった件， 
ならなかった件

栄養繁殖性植物研究への招待 
〜メカニズムから，その活用まで〜

D

ポスターフラッシュトーク 口頭発表 関連集会

一般・高校生発表
分類・系統・進化／生態／
環境応答／高校生　研究成果報告

環境応答
植物イメージングに 
欠かせない知識と 
技術4

E

ポスターフラッシュトーク 口頭発表 関連集会

一般・高校生発表
環境応答／光合成／代謝・メタボローム／
細胞小器官／高校生　研究成果報告等

発生・形態形成 スペース・モス

F

JPR国際シンポジウム JPR国際シンポジウム

Mechanical forces
in plant growth and 
development

Update of 
phosphate transport 
regulations

G

口頭発表 口頭発表

生体膜・細胞骨格 代謝・物質生産・メタボローム

H

口頭発表 口頭発表

生態 分類・系統・進化

I

ポスターフラッシュトーク 口頭発表

一般・高校生発表
生体膜／細胞壁／成長生理／細胞増殖・細胞分化／
発生・形態形成／高校生　研究成果報告

細胞小器官

J

ポスターフラッシュトーク 口頭発表

一般・高校生発表
生殖／遺伝子発現制御・ゲノム・プロテオーム／植物
微生物相互作用／その他／高校生　研究成果報告等

細胞壁

京都学・歴彩館 
小ホール

高校生ポスター 
発表・質疑応答

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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日程表  オンサイト第2日目　9/18（日）

会 場 名 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A

シンポジウム
学会賞贈呈式・受賞講演・ 
会員の集い・京都大会　挨拶

交流会 
（Deli Cafe たまご にて開催）植物は何を感じて何を変化させ， 

どう応答しているのか

B

シンポジウム

不均一空間環境に対する 
植物のシグナル伝達メカニズム

C

シンポジウム

植物細胞が新たに出会うと 
何が起こるのか？

D

口頭発表
ダイバーシティ推進	
セミナー環境応答

E

口頭発表

発生・形態形成

F

大会実行委員会企画シンポジウム

植物多様性への誘い 
―実際の植物を見て進化を考える

G

口頭発表

成長生理

H

口頭発表

分類・系統・進化

I

口頭発表

細胞小器官

J

口頭発表

光合成

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



21日程表

日程表  オンサイト第3日目　9/19（月・祝）

会 場 名 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A

B

シンポジウム 理事会主催シンポジウム

ピレノイド： 
植物の相分離オルガネラの 
カッティング・エッジ

植物 × 異分野（異分野
融合のススメ）

C

シンポジウム シンポジウム

分子から探る植物 
-気候フィードバック

植物の多彩な生殖戦略を支える
制御機構 
〜もう一度花成を考えてみる〜

D

口頭発表 口頭発表

環境応答 環境応答

E

口頭発表 口頭発表

発生・形態形成 発生・形態形成

F

シンポジウム

細胞間コミュニケーションの
多様性を探るエボシグナロー
ム研究

G

口頭発表 口頭発表

生殖 生殖・エピジェネティクス

H

口頭発表
休
憩

若
手
奨
励
賞

口頭発表

植物微生物相互作用 植物微生物相互
作用

I

口頭発表 口頭発表

細胞増殖・細胞分化 細胞増殖・細胞分化

J

口頭発表 口頭発表

遺伝子発現制御・ゲノム・
プロテオーム

遺伝子発現制御・ゲノム・
プロテオーム

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20





学会賞贈呈式 および 受賞講演

9月18日（日）　13:40～16:40　A会場（京都学・歴彩館 大ホール）

13:40～14:20 会員の集い

14:25～14:55 贈呈式

14:55～15:10 受賞研究内容紹介（奨励賞・若手奨励賞受賞者）

15:10～15:40 学術賞受賞講演
中野 明彦 会員

15:40～16:10 大賞受賞講演
加藤 雅啓 会員

16:15～16:40 京都大会　挨拶

● 大　　　賞 　

9/18　15:40-16:10　A 会場　　座長：長谷部 光泰（基礎生物学研究所）

加藤 雅啓（国立科学博物館）
分類学をいかに広げるか

● 学　術　賞 　

9/18　15:10-15:40　A 会場　　座長：上田 貴志（基礎生物学研究所）

中野 明彦（理化学研究所・光量子工学研究センター）
細胞内膜交通におけるタンパク質の選別輸送の研究

● 奨　励　賞 OL-AL1 　

9/15　10:10-10:40　オンライン　　座長：今市 涼子（日本女子大・理・物質生物科学）

片山 なつ（千葉大・院・理）
多角的アプローチによるカワゴケソウ科の多様化プロセスの包括的理解―生育環境と進化の相乗効果―

● 奨　励　賞 OL-AL2 　

9/15　10:40-11:10　オンライン　　座長：藤田 知道（北海道大・院・理学）

北川 宗典（コールドスプリングハーバー研究所）
陸上植物における原形質連絡を介したタンパク質・mRNAの細胞間輸送に関する研究

● 奨　励　賞 OL-AL3 　

9/15　11:10-11:40　オンライン　　座長：木村 成介（京都産業大・生命科学）

中山 北斗（東大・院・理）
被子植物の葉の獲得とその形態の多様化に関する進化発生生物学研究

プログラム ―― 受賞講演 23



● 若手奨励賞 3aAH-AL1 　植物微生物相互作用

9/19　11:30-12:00　H 会場　　座長：川口 正代司（基礎生物学研究所）

西田 帆那（農研機構・生物機能利用）
窒素栄養環境に応答した根粒共生制御機構の解明

特　別　賞

● 技術と教育

豊岡 公徳 （理化学研究所 上級技師）

光－電子相関顕微鏡法の開発［技術］

植物電子顕微鏡法の若手研究者への教育と普及への貢献［教育］

● その他

多田 多恵子 （立教大学，東京農工大学，国際基督教大学・非常勤講師）

書籍やメディアならびに観察会などの実践活動を通して，子供から大人までの市民を対象として植物学，こと
に植物生態の魅力を科学に基づいてわかりやすく伝える活動

● その他

篠田 謙一
（国立科学博物館館長，国立科学博物館および大阪自然史博物館における特別展「植物　地球を支える仲間たち」代表者）

特別展『植物　地球を支える仲間たち』の開催

2022 年度 JPR 論文賞

［Best Paper Award］

Noriaki Namba, Takeshi Nakayama (2021) Taxonomic study of a new green alga, Annulotesta cochlephila
gen. et sp. nov. (Kornmanniaceae, Ulvales, Ulvophyceae), growing on the shells of door snails. J. Plant Res.
134: 77–89.

Yuta Otsuka, Hirokazu Tsukaya (2021) Three-dimensional quantification of twisting in the Arabidopsis
petiole. J. Plant Res. 134: 811–819.

［Most-Cited Paper Award］

Michitaro Shibata, Keiko Sugimoto (2019) A gene regulatory network for root hair development. J. Plant
Res. 132: 301–309.
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9/17 9:30-12:20 A会場

使おう！植物学を支える研究プラットフォーム
 

共催：植物研究拠点アライアンス（筑波大学 T-PIRC遺伝子実験センター，鳥取大学乾燥地研究センター，岡
山大学資源植物科学研究所，琉球大学熱帯生物圏研究センター）

　　　大阪公立大学附属植物園
　　　先端バイオイメージング支援プラットフォーム (ABiS)
　　　基礎生物学研究所超階層生物学センター
　　　基礎生物学研究所大学連携バイオバックアッププロジェクト
　　　先進ゲノム解析研究推進プラットフォーム（先進ゲノム支援）
　　　かずさ DNA研究所
 
● オーガナイザー

長谷部 光泰（基礎生物学研究所）
田畑 哲之（かずさ DNA研）

生物学全般において，研究の独自性や先進性を維持するためには，多彩な生物材料や先端的な実験技術，ゲノム関連
データ等が必要不可欠な要件になりつつあります．そして，植物学に関連する分野でも，この状況に対応するための
仕組みが多数整備され，研究コミュニティーに提供されています．本シンポジウムでは，これらの「研究プラットフ
ォーム」を提供するためのさまざまな取り組みについて紹介します．

9:30-9:35 はじめに
長谷部 光泰（基礎生物学研究所）

9:35-10:00 1aSA01 ナショナルバイオリソースプロジェクト（NBRP）～植物バイオリソースのご紹介～
高祖 歩美（国立遺伝学研究所・NBRP広報室）

10:00-10:30 1aSA02 植物研究拠点アライアンス PSCA～植物科学を推進する共同利用・共同研究拠点連合～
辻本 壽1，柴 博史2，河野 洋治3，渡辺 信4（1鳥取大・乾地研，2筑波大・機植セ，3岡山大・
植物研，4琉球大・熱生研・西表）

10:30-10:45 1aSA03 共同利用・共同研究の場としての植物園の可能性
山田 敏弘（大阪公立大・植物園）

10:45-11:00 1aSA04 国立遺伝学研究所が提供する植物科学を支える研究プラットフォーム
佐藤 豊（国立遺伝学研究所）

11:00-11:05 休憩

11:05-11:20 1aSA05 基礎生物学研究所の共同利用研究：超階層生物学センターと大学連携バイオバックアップ
プロジェクト
星野 敦1,2，栂根 一夫1,2（1基礎生物学研究所，2総研大・生命科学）

11:20-11:35 1aSA06 先端バイオイメージング支援プラットフォーム（ABiS）～最先端技術による研究サポー
ト～
真野 昌二1,2（1ABiS 事務局，2基生研・オルガネラ制御）

11:35-11:50 1aSA07 先進ゲノム解析研究推進プラットフォーム（PAGS）～第 2期先進ゲノム支援の取組～
黒川 顕（国立遺伝学研究所）
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11:50-12:05 1aSA08 Plant GARDENからMi-GARDENへ～公開ゲノム情報とユーザーデータをつなぐ～
磯部 祥子1，市原 寿子1，山田 学1，中村 保一1,2，戸田 陽介1，小原 光代1，山下 サマッチャ
ヤー1，七夕 高也1，平川 英樹1，田畑 哲之1（1かずさDNA研，2遺伝研）

12:05-12:20 総合討論
田畑 哲之（かずさDNA研）
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9/17 9:30-12:30 B会場

細胞メカニクス研究の最前線～拡張し続ける視覚と認知の到達点～
 

共催：新学術領域「植物の周期と変調」
 
● オーガナイザー

小田 祥久（名古屋大・院・理学）
植田 美那子（東北大・院・生命科学）

ロバート・フックが顕微鏡を自作し細胞を発見して以来，研究者は自らの視覚と認識力を拡張し続けてきた．そして
近年に至る光学顕微鏡，情報処理，分子操作技術の目覚ましい発展は植物の細胞メカニクスをこれまでにないレベル
で捉えつつある．本シンポジウムでは最新技術を自在に操る気鋭の若手研究者を招き，細胞メカニクスの観点から植
物の発生の本質を議論する．

9:30-9:35 はじめに
小田 祥久（名古屋大・院理学）

9:35-10:00 1aSB01 植物細胞における細胞壁蓄積制御メカニズムの視覚的解析と分子的理解
佐々木 武馬1，大伏 仙泰2，ゴメス ギリアン3，柏野 善大4，稲見 昌彦4，小田 祥久1（1名古
屋大・院理学，2東大・工学・ 先端学際工学，3IMT Atlantique，4東京大学・先端科学技術
研究センター）

10:00-10:25 1aSB02 ライブイメージング技術と顕微操作の統合により迫る細胞内ダイナミクス
松本 光梨1，中川 朔未2，檜垣 匠3，津川 暁4，石本 志高4，野々山 朋信4，康 子辰4，田中 美
虹2，植田 美那子1,2（1東北大・院生命科学，2東北大・理，3熊本大・IROAST，4秋県大・シ
ステム）

10:25-10:50 1aSB03 細胞表層力学の光操作とモデリング
近藤 洋平1,3，山本 啓2,3，青木 一洋1,2,3（1生創探・定量生物，2基生研・定量生物，3総研大・
生命）

10:50-11:00 休憩

11:00-11:25 1aSB04 細胞骨格のマイクロ・ナノスケールでの空間配置制御
井上 大介（九大・院芸工）

11:25-11:50 1aSB05 超解像 4Dライブイメージングで明らかにするゴルジ体のダイナミクス
伊藤 容子（お茶大・ヒューマンライフ）

11:50-12:15 1aSB06 イメージング・AI技術を駆使して植物精子の形成と運動の仕組みを理解する
南野 尚紀1，法月 拓也2，藤井 春樹3，八野田 奨1,4，海老根 一生1,4，真野 昌二1,4，堀田 一
弘3，上田 貴志1,4（1基生研，2群馬大・生調研，3名城大・理工・電気電子工学，4総研大）

12:15-12:30 総合討論
植田 美那子（東北大・院生命科学）
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9/17 9:30-12:30 C会場

共生したら葉緑体になった件，ならなかった件：細胞生態学的視点から
見た光合成微生物の個性と生存戦略
 

● オーガナイザー

中山 卓郎（筑波大・計算科学研究センター）
丸山 真一朗（東北大・院・生命）

普段は漠然と群集として扱われることの多い微細藻類などの水生光合成生物だが，実際には一つ一つの細胞にも個性
があり，生存戦略がある．本シンポジウムでは，生息水域のみならず，共生宿主や捕食者の体内・細胞内も一つの「環
境」と捉えることで，多様な環境に生息する共生藻や餌藻類などが，こうした細胞レベルの微小生態系でどのような
生き様を見せ，進化を遂げてきたのかについて考え，共生や捕食などの生物間相互作用を新たな側面から描き出すこ
とを目指す．

9:30-9:40 1aSC01 はじめに，個性があった：光合成微生物の視点からの共生の再定義
丸山 真一朗1,2（1東北大・院・生命，2お茶大・基幹研・自然科学）

9:40-10:10 1aSC02 栽培される共生体：海洋渦鞭毛藻とシアノバクテリアの共生関係
中山 卓郎（筑波大・計算科学研究センター）

10:10-10:40 1aSC03 群体性ホヤと藍藻の絶対共生：なぜ群体性ホヤだけがプロクロロンに愛され続けるのか？
広瀬 裕一（琉球大・理・海自）

10:40-10:50 休憩

10:50-11:20 1aSC04 ミドリゾウリムシと細胞内共生藻の生態学：任意共生のままで十分？
岩井 草介（弘前大・教育）

11:20-11:50 1aSC05 マトリョーシカはどこまで包む？渦鞭毛藻の三次葉緑体成立過程を示す細胞構造と系統の証拠
高橋 和也（東京大・院・農）

11:50-12:20 1aSC06 盗葉緑体性渦鞭毛虫ヌスットディニウムの共生藻リモデリング
大沼 亮（神戸大・内海域セ）

12:20-12:30 総合討論
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JPR国際シンポジウム 9/17 9:30-12:30 F会場
Mechanical forces in plant growth and development
 

共催：日本植物形態学会
 
● Organizers

Akitoshi Iwamoto（Dep. Biol., Fac. Sci., Kanagawa Univ.）
Mariko Asaoka（Kanagawa Univ., Dept. of Biol. Sci.）

This symposium aims to examine the universal relationship between mechanical forces and plant development from a multifaceted
view. The first four topics will focus on the relationship between flower morphogenesis and mechanical forces, with particular
attention to evolutionary trends, practical examples, and experimental verification. The second two topics will present recent results on
the relationship between mechanical forces and development based on molecular genetic approaches.

9:30-9:35 Introduction

9:35-10:05 1aSF01 How mechanical forces affect heterochrony as a major force of floral evolution

Louis Ronse De Craene (Royal Botanic Garden Edinburgh)

10:05-10:35 1aSF02 Ray flower formation in Asteraceae. The role of mechanical pressure and flower dimorphism

Regine Classen-Bockhoff (University of Mainz, Germany)

10:35-10:55 1aSF03 Sculptured by force: floral diversity in Croton and related genera

Pakkapol Thaowetsuwan (Silpakorn University, Nakhon Pathom, Thailand)

10:55-11:05 Break time

11:05-11:25 1aSF04 Mechanical forces in floral development: Experimental approaches

Akitoshi Iwamoto (Dep. Biol., Fac. Sci., Kanagawa Univ.)

11:25-11:45 1aSF05 Mechanical feedback in the cylindrical shape maintenance of flowering stems

Mariko Asaoka1, Ali Ferjani2 (1Kanagawa Univ., Dept. of Biol. Sci., 2Tokyo Gakugei Univ. Dept. of
Biol.)

11:45-12:15 1aSF06 Ca2+-permeable mechanosensitive channels MCA1 and 2: their molecular nature and physiological
roles
Hidetoshi Iida (Dept. Biol., Tokyo Gakugei Univ.)

12:15-12:30 General discussion
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9/17 14:00-17:00 B会場

植物細胞の分化運命の制御と可塑性
 

共催：学術変革領域研究（B）「細胞運命操作による植物生殖システムのリモデリング」
　　　学術変革領域研究（B）「植物と微生物の共創による超個体の覚醒」
 
● オーガナイザー

丸山 大輔（横浜市大・木原生研）
水多 陽子（名大・高等研・ITbM）
山岡 尚平（京大・院・生命科学）

多細胞生物では，細胞運命の決定とその後の発生によって器官や組織が完成したのちに，それらを形作る細胞の多く
はそのままの機能や形態を維持する．その一方で，植物では物理的な刺激や環境，微生物との相互作用など，外的な
要因によって，細胞や組織レベルの改変が起こる例も珍しくない．本シンポジウムでは，植物の生殖細胞における細
胞運命操作の進展とともに，植物細胞の可塑性の理解と制御に焦点を当てた研究を紹介する．

14:00-14:05 はじめに

14:05-14:30 1pSB01 シロイヌナズナの非配偶子性の細胞融合の意義を理解する
丸山 大輔（横浜市大・木原生研）

14:30-14:55 1pSB02 シロイヌナズナ根毛の可塑的な成長を支える転写制御機構
柴田 美智太郎1，杉本 慶子1,2（1理研・CSRS，2東京大・院・理・ 生物科学）

14:55-15:20 1pSB03 コケ配偶体と花粉における生殖細胞分化の理解と制御に向けて
山岡 尚平1，海老根 一生2,3，齊藤 美咲1，樅木 亮介1，吉竹 良洋1，上田 貴志2,3，光田 展隆4，
西浜 竜一1,5，荒木 崇1，河内 孝之1（1京大・院・生命科学，2基生研・細胞動態，3総研大・
生命科学，4産総研・生物プロセス，5東京理科大・理工・応用生物）

15:20-15:30 休憩

15:30-15:55 1pSB04 一過的発現による花粉の分化運命の制御
水多 陽子1,2（1名大・高等研，2名大・ITbM）

15:55-16:20 1pSB05 植物寄生性線虫による植物細胞リモデリング機構解明を目指して
大津 美奈1,2（1奈良先端大・バイオサイエンス領域，2JSTさきがけ）

16:20-16:45 1pSB06 栄養をめぐる植物と微生物の超個体化現象を紐解く
晝間 敬（東大院総合生命）

16:45-16:55 総合討論

16:55-17:00 おわりに
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9/17 14:00-16:40 C会場

栄養繁殖性植物研究への招待～メカニズムから，その活用まで～
 

● オーガナイザー

別所-上原 奏子（東北大・院生命）
天野 瑠美（京都府大・生命環境）

植物の生殖戦略は多岐にわたり，有性生殖，無性生殖，または両方の組み合わせによって変動する環境下で繁殖して
きた．無性生殖の 1つに親の栄養器官（根・茎・葉）から子が繁殖する栄養繁殖がある．栄養繁殖を行う植物の多く
は非モデル植物であり，栄養繁殖を支える分子機構はいまだに不明瞭な部分が多い．本シンポジウムでは，5～6名の
シンポジストによる講演を通じて解明されつつある分子機構や栄養繁殖性植物の活用について議論する．

14:00-14:05 はじめに
別所-上原 奏子（東北大・院生命）

14:05-14:35 1pSC01 地下茎による栄養繁殖の鍵因子の探索
別所-上原 奏子1,2，大守 知樹2,3，永井 啓祐2，小嶋 美紀子4，竹林 裕美子4，縣 歩美2,3，榊原
均3,4，芦苅 基行2，保浦 徳昇2（1東北大・院生命，2名大・生物センター，3名大・院生命農
学，4理研CSRS）

14:35-15:05 1pSC02 熱帯作物キャッサバの分子育種研究と今後の展望
内海 好規（理研）

15:05-15:35 1pSC03 コケ植物ゼニゴケの脅威の繁殖力を支える分子基盤
酒井 友希1，加藤 大貴1,2，安居 佑季子1,3，石崎 公庸1（1神戸大・院・理，2愛媛大・院・理
工，3京大・院・生命）

15:35-16:05 1pSC04 水田における栄養繁殖性水生雑草の有効活用を目指した分子基盤の整備
吉田 明希子（東京農工大・農学研究院）

16:05-16:35 1pSC05 野生植物にみる多様な栄養繁殖戦略
荒木 希和子（滋賀県大・環境科学）

16:35-16:40 おわりに
別所-上原 奏子（東北大・院生命）
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JPR国際シンポジウム 9/17 14:00-17:00 F会場
Update of phosphate transport regulations
 

● Organizers

Satomi Kanno（IAR., Nagoya Univ.）
Laurent Nussaume（Commissariat à l'Energy Atomique）

Regulation of phosphate transport is one of the key strategies in plant environmental adaptation. The molecular mechanism of
phosphate transport regulation in low phosphorus environment has been elucidated mainly by SPX-PHR. In recent years, the
molecular mechanisms of phosphate transport regulation by factors other than phosphorus excess or deficiency have been clarified. In
this symposium, we would like to introduce the latest findings on the effects of pathogens, symbiosis and nutrient on plant
phosphorus transport, and discuss their cross-talk to the SPX-PHR regulatory system.

14:00-14:05 Introduction

Satomi Kanno (IAR., Nagoya Univ.)

14:05-14:25 1pSF01 Evolution of Phosphate Transporters and History of Phosphorus Transport Research

Tetsuro Mimura1,2 (1National Cheng Kung Univerisiyt, College of Biosci. & Biotech., 2Univ. Tokyo,
Grad. Sch. Agri. Life Sci.)

14:25-14:40 1pSF02 Understanding Phosphate Transport in Plants by Imaging

Satomi Kanno1, Sahar Hani2, Pascale David2, Masayoshi Nakamura3, Laurent Nussaume2 (1IAR.,
Nagoya Univ., 2CEA-CNRS-Univ. Aix Marseille, 3ITbM., Nagoya Univ.)

14:40-15:10 1pSF03 Plant live transcriptional imaging to study phosphate homeostasis

Laurent Nussaume (Commissariat à l'Energy Atomique)

15:10-15:15 Break time

15:15-15:45 1pSF04 Natural variation of molecular and physiological responses to phosphate starvation in Arabidopsis

Iris Martinez-Hevia1, Lun Jing2, Mabel Puga1, Cesar Poza1, Carlos Alonso-Blanco1, Javier Paz-Ares1

(1Department of Plant Molecular Genetics, Centro Nacional de Biotecnologia-CSIC, 2Centre Mondial
de l’Innovation– Laboratoire Nutrition Végétale, Groupe Roullier)

15:45-16:15 1pSF05 Signal integration between phosphate starvation response and plant immunity

Yusuke Saijo (Biological Science, NAIST)

16:15-16:45 1pSF06 NIGT1-centered transcriptional network for the balanced acquisition of nitrogen and phosphorus

Shuichi Yanagisawa (Grad. Sch. Agri. Life Sci., Univ. of Tokyo)

16:45-17:00 General discussion

Laurent Nussaume (Commissariat à l'Energy Atomique)
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9/18 9:15-12:10 A会場

植物は何を感じて何を変化させ，どう応答しているのか
 

共催：新学術領域「植物構造オプト」
 
● オーガナイザー

大谷 美沙都（東京大・院・新領域）
出村 拓（奈良先端大・バイオ/CDG）

私たち動物とはまったく異なる生活様式をもつ植物は，何をシグナルとして感じ取って己を取り巻く環境を認識し，
どういった分子をどう変化させて必要な応答をなしえているのか？―本シンポジウムではこの重要な問いに独自のア
プローチで挑んできた最先端研究を集め，その最新の成果講演を元に議論を行う．とくに重力，栄養，力学的特性，
細胞壁といったキーワードから，これまで見過ごされてきた植物独自の刺激応答メカニズムについて考察したい．

9:15-9:20 はじめに
大谷 美沙都（東京大・院・新領域）

9:20-9:45 2aSA01 力学的刺激センサーであるトライコームは植物免疫を誘導する
野元 美佳1,2，多田 安臣1,2（1名古屋大・遺伝子，2名古屋大・院生命理学）

9:45-10:10 2aSA02 種子を保護する種皮ムシレージの形成メカニズム
國枝 正（奈良先端大・バイオ）

10:10-10:35 2aSA03 植物の細胞質と細胞壁におけるホウ素栄養の感知　
三輪 京子（北海道大・地球環境）

10:35-10:45 休憩

10:45-11:10 2aSA04 陸上植物におけるガス交換系の発生と環境への適応
水谷 未耶1，内橋 貴之2,3，Christian Ganser2，林 優紀2，大川 諒也2，大西 (小川) 真理2，松林
嘉克2，西浜 竜一4，木下 俊則1,2，石崎 公庸5，河内 孝之6，東山 哲也7，金岡 雅浩2（1名古
屋大学・ITbM，2名古屋大学・院・理，3NINS・ExCELLS，4東京理科・理工，5神戸大・
院・理，6京大・院・生命，7東大・院・理）

11:10-11:35 2aSA05 シロイヌナズナの重力シグナル伝達　～LAZY-RLD相互作用が重力シグナルを伝達する分
子メカニズム～
西村 岳志1，川本 望1，古谷 将彦2，平野 良憲3，森田（寺尾） 美代1（1基生研，2福建農林
大学，3東大・薬）

11:35-12:00 2aSA06 細胞壁特性が制御する植物の重力応答
大谷 美沙都1,2,3，神田 哲大2，津川 暁2，徳元 拓哉2，中村 守貴4，森田 美代4，出村 拓2,3

（1東京大・院・新領域，2奈良先端大・バイオ，3理研・CSRS，4基生研）

12:00-12:10 総合討論
出村 拓（奈良先端大・バイオ/CDG）
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9/18 9:00-11:50 B会場

不均一空間環境に対する植物のシグナル伝達メカニズム
 

共催：学術変革領域 A「不均一環境と植物」
 
● オーガナイザー

吉田 聡子（奈良先端大・先端科学技術研究科）
壽崎 拓哉（筑波大・生命環境）

自然界で植物を取り巻く光や土壌栄養などの環境は，空間の中で不均一なレイヤーを構成している．植物はこの環境
の空間的不均一性を感知し，巧みに応答することによって，個体として最適な生き残り戦略を取る．本シンポジウム
では，栄養と光環境を中心に，これらの不均一環境に対して，個体内における長距離シグナル伝達や，屈性による成
長方向の転換，細胞内における代謝変動や巧みなシグナル伝達などを用いて応答する植物のレジリエンス機構につい
て，6名の研究者に最新の知見を発表していただく．それらを通して，不均一環境下において初めて発揮される植物
独自の適応能力について議論したい．

9:00-9:05 はじめに
吉田 聡子（奈良先端大・バイオ）

9:05-9:30 2aSB01 植物の窒素吸収を制御する長距離シグナル伝達
大久保 祐里（名古屋大・院・理）

9:30-9:55 2aSB02 窒素栄養に応じた全身的・根局所的な根粒形成制御
壽崎 拓哉（筑波大・生命環境）

9:55-10:20 2aSB03 栄養濃度勾配に応答し屈曲する植物根の栄養屈性
山崎 清志（東大・院農生命）

10:20-10:45 2aSB04 寄生植物の宿主屈性
白須 賢（理研・横浜）

10:45-11:10 2aSB05 植物の環境応答における NAD(P)(H)バランス制御
川合 真紀1，白 朝木日楽格1，宮城 敦子2（1埼玉大・院・理工，2山形大・農）

11:10-11:35 2aSB06 光環境レジリエンスを支えるフォトトロピンシグナル伝達ネットワーク
武宮 淳史（山口大・院創成科学）

11:35-11:50 総合討論
壽崎 拓哉（筑波大・生命環境）

34 日本植物学会第 86回大会（2022）



9/18 9:00-11:50 C会場

植物細胞が新たに出会うと何が起こるのか？
 

● オーガナイザー

西川 周一（新潟大・理）
池内 桃子（奈良先端大・バイオ）

植物個体において，同一の細胞に起源する娘細胞同士が隣り合ったまま位置関係が維持されることが多いが，稀に植
物細胞同士が新たに「出会う」現象がみられる．これらには，受精のときに卵細胞と精細胞が「出会い」融合する，
寄生植物の細胞が宿主個体の細胞と「出会い」つながる，組織治癒や接ぎ木の際にも細胞同士が「出会い」器官の再
接着に至る現象が挙げられる．本シンポジウムでは，それぞれの研究分野で活躍する研究者が集い「植物細胞が出会
う」という横断的な切り口で現象を捉え直すことで，新たな発見やメカニズムの理解を目指す．

9:00-9:05 はじめに

9:05-9:30 2aSC01 重複受精の制御機構：オスとメスの出会いから融合までの分子メカニズム
井川 智子1,2（1千葉大・院園芸学，2千葉大・植物分子科学研究センター）

9:30-9:55 2aSC02 生殖過程で細胞核融合が効率良く進むしくみ
西川 周一（新潟大・理）

9:55-10:20 2aSC03 寄生植物と宿主植物の出会いは対話への道を開くのか
青木 考（大阪公立大・農）

10:20-10:25 休憩

10:25-10:50 2aSC04 宿主植物との出会いによる寄生植物細胞の運命転換
吉田 聡子（奈良先端大・バイオ）

10:50-11:15 2aSC05 2つの植物が出会う接ぎ木境界面の現象
野田口 理孝（名古屋大・生物センター）

11:15-11:40 2aSC06 器官の再接着を可能にするカルス細胞の出会い
池内 桃子（奈良先端大・バイオ）

11:40-11:50 総合討論
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大会実行委員会企画シンポジウム 9/18 9:00-12:00 F会場
植物多様性への誘い―実際の植物を見て進化を考える
 

● オーガナイザー

田村 実（京都大・院・理・植物）
戸部 博（京都府立植物園）
布施 静香（京都大・院・理・植物）

植物進化を考える上で重要であると教科書等で紹介されているにもかかわらず，直接見ることが少ない植物を京都府
立植物園で見ようという企画です．まず，それぞれの植物についてシンポジウム会場で解説し，その後隣接する植物
園へ移動してバックヤードを中心に実際の植物をご覧いただきます． 本企画が，植物の形態・進化・多様性へのさら
なる理解と，研究アイデア創出の一助になれば幸いです．

9:00-9:05 2aSF01 趣旨説明と陸上植物の系統
田村 実（京都大・院・理・植物）

9:05-9:15 2aSF02 現生小葉類から垣間見る古生代の世界
山田 敏弘（大阪公立大・植物園）

9:15-9:25 2aSF03 裸子植物の多様性に触れる
西田 治文（中央大・理工）

9:25-9:35 2aSF04 現生被子植物の最基部にあるアンボレラという植物
戸部 博（京都府立植物園）

9:35-9:40 休憩

9:40-9:50 2aSF05 「ゴミ箱分類群」と言われたのには訳がある―旧トウダイグサ科の進化の妙
黒沢 高秀（福島大・共生システム理工）

9:50-10:00 2aSF06 虫を食べるという進化—食虫植物の捕虫の不思議
倉田 薫子（横国大・教育）

10:00-10:10 2aSF07 リビングコレクションで解明！ランの多様性
遊川 知久（国立科博・植物園）

10:10-12:00 隣接する京都府立植物園へ移動し，講演に登場した植物などを紹介
布施 静香1，田村 実1，山田 敏弘2，西田 治文3，戸部 博4，黒沢 高秀5，倉田 薫子6，遊川 知
久7（1京都大・院・理・植物，2大阪公立大・植物園，3中央大・理工，4京都府立植物園，
5福島大・共生システム理工，6横国大・教育，7国立科博・植物園）
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9/19 9:00-12:00 B会場

ピレノイド：植物の相分離オルガネラのカッティング・エッジ
 

共催：日本植物形態学会
 
● オーガナイザー

山野 隆志（京大・院・生命）
平川 泰久（筑波大・生命環境）
松崎 令（国立環境研究所）

葉緑体内で RubisCOが集まり作られるピレノイドは，CO2固定の中心的役割を担う重要なオルガネラである．ピレノ
イド研究の歴史は古く，形態分類学分野を中心に行われてきたが，近年は緑藻のピレノイドを液-液相分離させる分子
の発見など，ピレノイド形成の分子メカニズムに関する研究も大きく進展している．本シンポジウムでは，ピレノイ
ドをもつ多様な藻類やツノゴケ類での研究最前線を共有し，その多様性や普遍性を議論するとともに，今後の研究展
望についても討論したい．

9:00-9:05 はじめに

9:05-9:30 3aSB01 緑藻ピレノイドの相分離現象と CO2濃縮
山野 隆志（京大・院・生命）

9:30-9:55 3aSB02 緑藻クロロモナス系統群にみられる多様なピレノイド
松崎 令（国立環境研究所）

9:55-10:20 3aSB03 ツノゴケ類のピレノイド
嶋村 正樹（広島大・院・統合生命）

10:20-10:30 休憩

10:30-10:55 3aSB04 二次共生を経た葉緑体ピレノイドと付属構造の形態
田中 厚子（琉球大・理・海自）

10:55-11:20 3aSB05 珪藻ピレノイドの構成因子とその機能
松田 祐介（関学大・生命環境）

11:20-11:45 3aSB06 クロララクニオン藻のプロテオームで紐解くピレノイドの進化
平川 泰久（筑波大・生命環境）

11:45-12:00 総合討論
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9/19 9:00-12:00 C会場

分子から探る植物-気候フィードバック
 

● オーガナイザー

永野 惇（龍谷大・農）
山口 暢俊（奈良先端大・先端・バイオ）

植物は気候変動から影響を受けるだけでなく，気候を変える力を持つ．植物の葉から放出される揮発性有機化合物は，
エアロゾル形成を介して太陽放射収支や降雨量を左右し気候を変える．本シンポでは，植物-気候間の動的フィードバ
ックを遺伝子レベルから解明することを目指して，大気化学，モデリング，生態学，分子生物学などの専門家が集い
議論する．

9:00-9:15 はじめに
永野 惇1,2（1龍谷大・農，2慶應大・IAB）

9:15-9:45 3aSC01 野外トランスクリプトミクスから植物—気候フィードバックに挑む
永野 惇1,2（1龍谷大・農，2慶應大・IAB）

9:45-10:15 3aSC02 揮発性植物分子が作り出す大気環境とは？
関本 奏子（横浜市立大・院生命ナノ）

10:15-10:45 3aSC03 エピゲノムを介した遺伝子発現制御と植物—気候フィードバック
山口 暢俊（奈良先端大・先端・バイオ）

10:45-11:15 3aSC04 被害植物から放出される揮発性物質を介した生物間相互作用
塩尻 かおり（龍大・農）

11:15-11:45 3aSC05 気候変動下にある森林生態系の分子フェノロジー
佐竹 暁子（九州大学大学院理学研究院）

11:45-12:00 まとめ
佐竹 暁子（九州大学大学院理学研究院）
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9/19 9:00-12:00 F会場
細胞間コミュニケーションの多様性を探るエボシグナローム研究
 

● オーガナイザー

武内 秀憲（名大・ITbM）
平川 有宇樹（学習院大・院自然）

分泌性シグナル分子と受容体を介した細胞間コミュニケーションは，細胞制御の根本的な仕組みである．近年，オミ
クス技術や分子生物学的手法の躍進により，多種多様なシグナル伝達に関わる分子の機能や進化多様性が明らかにな
りつつある．本シンポジウムでは，分泌性ペプチドと受容体の機能に着目した植物，酵母，昆虫における最新の研究
成果を紹介し，シグナル伝達分子の機能とレパートリー進化の全貌理解を目指す“エボシグナローム研究”について議
論する場としたい．

9:00-9:05 はじめに
武内 秀憲（名大・ITbM）

9:05-9:30 3aSF01 雌しべの中の道標を辿る花粉管の旅：被子植物が獲得した PRKファミリー受容体の機能
武内 秀憲1，別所-上原 奏子2，長江 拓也3，井本 美紀3，内木 希美3，永原 史織1，水多 陽
子1,4，東山 哲也5（1名大・ITbM，2東北大・院・生命科学，3名大・院・理，4名大・高等研
究院，5東大・院・理）

9:30-10:00 3aSF02 鍵と鍵穴の進化はどのように起こるのか：酵母のフェロモンシステムをモデルとした実験
的アプローチ
清家 泰介（大阪大学・院情報）

10:00-10:25 3aSF03 植物ペプチドシグナルの世も無常？ゲノムが語る栄枯転変の物語
古水 千尋（秋大・院医）

10:25-10:35 休憩

10:35-11:00 3aSF04 陸上植物における CLEペプチドファミリーの拡大と分裂組織構造の進化
平川 有宇樹（学習院大・院自然）

11:00-11:25 3aSF05 ペプチドホルモンの多様な機能によるゼニゴケのかたちづくり
篠原 秀文（福井県大・生物資源）

11:25-11:55 3aSF06 ホルモンによる組織間コミューニケーションを介した発生調節機構：ショウジョウバエを
用いた研究
岡本 直樹（筑波大・TARAセンター）

11:55-12:00 総合討論・閉会
平川 有宇樹（学習院大・院自然）
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理事会主催シンポジウム 9/19 13:30-15:50 B会場

植物×異分野 （異分野融合のススメ）
 

主催：公益社団法人日本植物学会理事会
 
● オーガナイザー

遠藤 求（奈良先端大）

「異分野融合」によるイノベーション創出の重要性は認識されている一方で，専門用語や研究文化の違いなどさまざま
なハードルがあるのも事実です．本シンポジウムでは，植物×異分野の融合にさまざまな立場から取り組む研究者を
お招きして，異分野融合研究による成果を紹介いただくとともに，その過程で生じた問題に対してどのように乗り越
えてきたのか，どういった点に気をつけて，何を大切にしているかなど，より良い異分野融合のヒントをお話いただ
きます．

13:30-13:35 はじめに

13:35-14:05 3pSB01 化学と植物学の融合—人との出会いで生まれる発見—

上田 彩果（名古屋大・院理）

14:05-14:35 3pSB02 「植物学×空間構造工学」の着地点
出村 拓（奈良先端大・CDG）

14:35-15:05 3pSB03 「アウェイ」を大切にする
佐竹 暁子（九州大学大学院理学研究院）

15:05-15:35 3pSB04 植物×人間拡張工学—異分野「研究者」の融合
中島 敬二（奈良先端大・先端科学技術研究科）

15:35-15:50 総合討論
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9/19 13:30-16:30 C会場

植物の多彩な生殖戦略を支える制御機構～もう一度花成を考えてみる～
 

● オーガナイザー

阿部 光知（東京大・院・総合文化）
村中 智明（鹿児島大・農学）

植物は，栄養成長期に資源を蓄積し，成長相転換を経て，生殖成長へと移行し有性生殖をおこなう．本プロセスは，
繁殖効率に大きく影響し，日長などの外的環境要因，長距離シグナル伝達などの内生要因が統合されて制御される複
雑な生理現象である．本シンポジウムでは，成長相転換を中心に繁殖プロセスに焦点を当て，若手研究者を中心に多
様な植物種におけるユニークな現象，分子機構を紹介することによって，植物の多彩な生存戦略の理解に向けた将来
展望を議論する

13:30-13:35 はじめに
阿部 光知（東京大・院・総合文化）

13:35-14:00 3pSC01 短日性アオウキクサの花成限界日長が日本で多様化する理由とその分子機構
村中 智明1，伊藤 照悟2，工藤 洋3，小山 時隆2（1鹿児島大・農学，2京都大学・院理学，3京
都大学・生態研セ）

14:00-14:25 3pSC02 温度変動から読み解く季節性花成応答の分子メカニズム
久保田 茜1，尾崎 友亮1，村中 智明2，永野 淳3，遠藤 求1，今泉 貴登4（1奈良先端大・バイ
オ，2鹿児島大・農，3龍谷大・農，4ワシントン大・生物）

14:25-14:50 3pSC03 ウキクサ植物の個体間花成誘導コミュニケーション
磯田 珠奈子，小山 時隆（京大・理）

14:50-15:15 3pSC04 フロリゲン複合体の可視化によって見えてきたこと
阿部 光知（東京大・院総合文化）

15:15-15:40 3pSC05 Negative long-day plantであるイチゴ（Fragaria spp.）の花成について
黒倉 健（宇都宮大・農学）

15:40-16:05 3pSC06 植物の寿命の制御～幹細胞の死はいつ起きるのか～
白川 一，ワン ユークン，伊藤 寿朗（奈良先端科学技術大学院大学　先端科学技術研究科）

16:05-16:30 3pSC07 雄性両全性同株ケツユクサにおける花の環境応答型性決定
宮崎 祐子1，佐藤 弘大1，原 里美1，勝原 光希1，赤路 康朗2，井上 智美2，邑上 夏菜3，丑丸
敦史3（1岡山大学，2国立環境研究所，3神戸大学）
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ダイバーシティ推進セミナー 9/18 12:30-13:25 D会場

SNSの光と影―植物科学研究における活用を考える―
 

● 司会

池田 陽子（岡山大学）
土松 隆志（東京大学）

SNS（Social Networking Service）は研究業界になくてはならないものになりつつある．SNSを通じた情報発信により，
これまでにはなかった形の交流が進むことで，研究業界の裾野拡大などダイバーシティ推進に貢献しうるツールとい
えるかもしれない．その一方で，SNS上での「オンラインハラスメント」などの問題も指摘されており，ポジティブ
な点，ネガティブな点を理解しつつ，研究者それぞれが SNSとの付き合い方について考えてみる機会は重要だろう．
本セミナーでは，SNSの背景などの概要説明の後に，科学技術社会論を研究されている東京大学の横山広美先生よ
り，「研究者と SNS」というタイトルでご講演いただく．その後，横山先生を交えた植物学会関係者によるパネルデ
ィスカッションを通して，ダイバーシティ推進における SNSの役割について議論したい．

12:30-12:35 日本植物学会会長　挨拶
寺島 一郎（東京大学）

12:35-12:40 本テーマを取り上げた経緯
成川 礼（東京都立大学）

12:40-13:00 研究者と SNS

横山 広美（東京大学）

13:00-13:25 パネルディスカッション

［パネリスト］
横山 広美（東京大学）
稲田 のりこ（大阪公立大学）
小林 康一（大阪公立大学）
成川 礼（東京都立大学）
宮本 通（東京大学）
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公開講演会 9/17 13:30-16:00 A会場

ふるさとの植物を守ろう～植物園の新たな役わり～
 

● 司会

佐藤 雅彦（京都府立大学）

世界的に環境破壊が進行する中で，植物を含めた様々な生き物が絶滅の危機に瀕しています．このような状況で，植
物の展示という従来の植物園の役わりに加えて，地域やそれを超えた植物の多様性を守るためのさまざまな活動が期
待されています．本公開講演会では，これからあるべき植物園の役わりについて考えるために，国内外の植物園の現
状や，植物園を利用した具体的な研究や課題への取り組みなどを広くお伝えしたいと思います．そのために，第一線
で活躍されている第一人者の方々を講師に招いて，様々な視点からご講演をしていただきます．

13:30-13:35 はじめに
戸部 博（京都府立植物園・園長／京都大学名誉教授）

13:35-14:00 植物園とは何か？　日本の植物園，世界の植物園
岩科 司（公社日本植物園協会）

14:00-14:25 みんなで調べる高知県の植物～牧野植物園の取り組み
藤川 和美（高知県立牧野植物園）

14:25-14:50 地域・植物園・研究者の協働による希少植物の遺伝的保全：芦生と雲ケ畑を例に
阪口 翔太（京都大学）

14:50-14:55 休憩

14:55-15:20 となりの植物園：虫と植物
大島 一正（京都府立大学）

15:20-15:50 21世紀の植物園の役わり
鈴木 英治（鹿児島大学国際島嶼教育研究センター特任教授）

15:50-15:55 おわりに
田村 実（京都大学／大会会長）
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口頭発表  Oral

時間 A会場 Ｂ会場 Ｃ会場 Ｄ会場 Ｅ会場 Ｆ会場 Ｇ会場 H会場 I会場 J会場 時間

9/17

シンポジウム
使おう！植物学を支える
研究プラットフォーム

シンポジウム
細胞メカニクス研究の最
前線～拡張し続ける視覚

と認知の到達点～

シンポジウム
共生したら葉緑体になった
件，ならなかった件：細胞
生態学的視点から見た光合
成微生物の個性と生存戦略

ポスター 
フラッシュトーク

ポスター 
フラッシュトーク

JPR国際シンポジウム
Mechanical forces  
in plant growth and 

development

生体膜・細胞骨格
座長：	稲田 のりこ 

富永 基樹　 
本瀬 宏康　

生態
座長：	露崎 史朗 

久米 篤　 
望月 昂　

ポスター 
フラッシュトーク

ポスター 
フラッシュトーク

9:30 9:30-9:35
はじめに
長谷部 光泰（基礎生物学研
究所）

9:35-10:00

1aSA01
ナショナルバイオリソー
スプロジェクト（NBRP）
～植物バイオリソースの
ご紹介～
高祖 歩美（国立遺伝学研究
所・NBRP広報室）

9:30-9:35
はじめに
小田 祥久（名古屋大・院理学）

9:35-10:00

1aSB01
植物細胞における細胞壁
蓄積制御メカニズムの視
覚的解析と分子的理解
佐々木 武馬1，大伏 仙泰2，ゴ
メス ギリアン3，柏野 善大4，
稲見 昌彦4，小田 祥久1（1名古
屋大・院理学，2東大・工学・ 
先端学際工学，3IMT 
Atlantique，4東京大学・先端科
学技術研究センター）

9:30-9:40

1aSC01
はじめに，個性があった：
光合成微生物の視点から
の共生の再定義
丸山 真一朗1,2（1東北大・院・
生命，2お茶大・基幹研・自然
科学）

9:30-11:30
一般・高校生発表
分類・系統・進化
生態
環境応答
高校生　研究成果報告

9:30-11:30
一般・高校生発表
環境応答
光合成
代謝・メタボローム
細胞小器官
高校生　研究成果報告等

9:30-9:35
Introduction

9:35-10:05

1aSF01
How mechanical forces 
affect heterochrony as a 
major force of floral 
evolution
Louis Ronse De Craene（Royal 
Botanic Garden Edinburgh）

1aAG01
イネにおけるイオン輸送
性アクアポリンの同定と
機能解析
且原 真木1，Sen Tran1，堀江 智
明2（1岡大・植物研，2信大・繊
維）

1aAH01
ヒマラヤスギ周囲から草
本植物が排除される仕組
みについて
酒井 敦1，藤澤 真帆2，柳井 千
花3（1奈良女子大・理・生物，2奈
良女子大・院・人間文化研究
科，3奈良女子大・院・人間文
化総合科学研究科）

9:30-11:30
一般・高校生発表
生体膜
細胞壁
成長生理
細胞増殖・細胞分化
発生・形態形成
高校生　研究成果報告 

9:30-11:30
一般・高校生発表
生殖
遺伝子発現制御・
ゲノム・プロテオーム
植物微生物相互作用
その他
高校生　研究成果報告等 

9:30

9:45 9:40-10:10

1aSC02
栽培される共生体：海洋
渦鞭毛藻とシアノバクテ
リアの共生関係
中山 卓郎（筑波大・計算科学
研究センター）

1aAG02
ゼニゴケ仮根の伸長方向
を制御するNIMA関連キ
ナーゼの機能解析
間瀬 輝1，吉竹 良洋2，河内 孝
之2，中神 弘史3，高橋 卓1，本
瀬 宏康1（1岡山大・院・自然
科学，2京都大・院・生命，3マッ
クス・プランク植物育種研究
所）

1aAH02
谷地坊主の植物定着促進
効果は草本群集発達によ
り低下する
趙 新雪，露崎 史朗（北大・院
地球環境）

9:45

10:00 10:00-10:30

1aSA02
植物研究拠点アライアン
スPSCA～植物科学を推
進する共同利用・共同研
究拠点連合～
辻本 壽1，柴 博史2，河野 洋治3， 
渡辺 信4（1鳥取大・乾地研， 
2筑波大・機植セ，3岡山大・植
物研，4琉球大・熱生研・西表）

10:00-10:25

1aSB02
ライブイメージング技術
と顕微操作の統合により
迫る細胞内ダイナミクス
松本 光梨1，中川 朔未2，檜垣 
匠3，津川 暁4，石本 志高4，野々
山 朋信4，康 子辰4，田中 美虹2， 
植田 美那子1,2（1東北大・院
生命科学，2東北大・理，3熊本
大・IROAST，4秋県大・システ
ム）

10:10-10:40

1aSC03
群体性ホヤと藍藻の絶対
共生：なぜ群体性ホヤだ
けがプロクロロンに愛さ
れ続けるのか？
広瀬 裕一（琉球大・理・海自）

10:05-10:35

1aSF02
Ray flower formation in 
Asteraceae. The role of 
mechanical pressure and 
flower dimorphism
Regine Classen-Bockho�
（University of Mainz, Germany）

1aAG03
NIMA関連キナーゼによ
る張力応答の制御機構の
解析
本瀬 宏康（岡山大学・院・自
然）

1aAH03
外来マングローブが示す
西表島の熱帯化
渡辺 信（琉球大・熱生研西表）

10:00

10:15 1aAG04
ヒメツリガネゴケ先端成
長における微小管関連因
子AIR9の解析
中村 恵太1，岩井 香澄2，平山 
桃菜2，日渡 祐二1,2（1宮城大・
院・食産業学，2宮城大・食産
業）

1aAH04
産業革命以前から続く大
気CO2濃度の歴史的変遷
に対する外来植物の生長
反応
石川 真一（群馬大学情報学
部）

10:15

10:30 10:30-10:45

1aSA03
共同利用・共同研究の場
としての植物園の可能性
山田 敏弘（大阪公立大・植物
園）

10:25-10:50

1aSB03
細胞表層力学の光操作と
モデリング
近藤 洋平1,3，山本 啓2,3，青木 
一洋1,2,3（1生創探・定量生物，
2基生研・定量生物，3総研大・
生命）

10:35-10:55

1aSF03
Sculptured by force: floral 
diversity in Croton and 
related genera
Pakkapol �aowetsuwan
（Silpakorn University, Nakhon 
Pathom, �ailand）

1aAG05
新規微小管付随タンパク
質CCMAの機能解析
清水 大樹1，伊藤 瑞季2，武井 
敬仁3，濱田 隆宏1,2（1岡山理
科大・院・理，2岡山理科大・理，
3東京大・院・理）

1aAH05
林床に生育するタマノカ
ンアオイにおける土壌呼
吸由来CO2の光合成利用
の季節変化
溝上 祐介，田村 梨恩，松原 広
夢，金田 ひなた，野口 航（東
京薬科大・生命科学）

10:30

10:45 10:45-11:00

1aSA04
国立遺伝学研究所が提供
する植物科学を支える研
究プラットフォーム
佐藤 豊（国立遺伝学研究所）

10:50-11:00
休憩

10:40-10:50
休憩

10:55-11:05
Break time

1aAG06
植物細胞の分裂面の位置
決定に重要な新奇微小管
構造”Radial step”の発見
高谷 彰吾1,2，Isaty Melogno2，
Olivier Hamant2（1名大・院・理，
2ENS de Lyon, RDP, INRAE）

1aAH06
GxE効果においてミヤコ
グサの開花期を決定する
環境因子の探索
和久 渉1，若林 智美2，佐藤 修
正1（1東北大・院生命，2奈良
先端大・院・先端科学技術）

10:45
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シンポジウム
使おう！植物学を支える
研究プラットフォーム

シンポジウム
細胞メカニクス研究の最
前線～拡張し続ける視覚

と認知の到達点～

シンポジウム
共生したら葉緑体になった
件，ならなかった件：細胞
生態学的視点から見た光合
成微生物の個性と生存戦略

ポスター 
フラッシュトーク

ポスター 
フラッシュトーク

JPR国際シンポジウム
Mechanical forces  
in plant growth and 

development

生体膜・細胞骨格
座長：	稲田 のりこ 

富永 基樹　 
本瀬 宏康　

生態
座長：	露崎 史朗 

久米 篤　 
望月 昂　

ポスター 
フラッシュトーク

ポスター 
フラッシュトーク

9:30 9:30-9:35
はじめに
長谷部 光泰（基礎生物学研
究所）

9:35-10:00

1aSA01
ナショナルバイオリソー
スプロジェクト（NBRP）
～植物バイオリソースの
ご紹介～
高祖 歩美（国立遺伝学研究
所・NBRP広報室）

9:30-9:35
はじめに
小田 祥久（名古屋大・院理学）

9:35-10:00

1aSB01
植物細胞における細胞壁
蓄積制御メカニズムの視
覚的解析と分子的理解
佐々木 武馬1，大伏 仙泰2，ゴ
メス ギリアン3，柏野 善大4，
稲見 昌彦4，小田 祥久1（1名古
屋大・院理学，2東大・工学・ 
先端学際工学，3IMT 
Atlantique，4東京大学・先端科
学技術研究センター）

9:30-9:40

1aSC01
はじめに，個性があった：
光合成微生物の視点から
の共生の再定義
丸山 真一朗1,2（1東北大・院・
生命，2お茶大・基幹研・自然
科学）

9:30-11:30
一般・高校生発表
分類・系統・進化
生態
環境応答
高校生　研究成果報告

9:30-11:30
一般・高校生発表
環境応答
光合成
代謝・メタボローム
細胞小器官
高校生　研究成果報告等

9:30-9:35
Introduction

9:35-10:05

1aSF01
How mechanical forces 
affect heterochrony as a 
major force of floral 
evolution
Louis Ronse De Craene（Royal 
Botanic Garden Edinburgh）

1aAG01
イネにおけるイオン輸送
性アクアポリンの同定と
機能解析
且原 真木1，Sen Tran1，堀江 智
明2（1岡大・植物研，2信大・繊
維）

1aAH01
ヒマラヤスギ周囲から草
本植物が排除される仕組
みについて
酒井 敦1，藤澤 真帆2，柳井 千
花3（1奈良女子大・理・生物，2奈
良女子大・院・人間文化研究
科，3奈良女子大・院・人間文
化総合科学研究科）

9:30-11:30
一般・高校生発表
生体膜
細胞壁
成長生理
細胞増殖・細胞分化
発生・形態形成
高校生　研究成果報告 

9:30-11:30
一般・高校生発表
生殖
遺伝子発現制御・
ゲノム・プロテオーム
植物微生物相互作用
その他
高校生　研究成果報告等 

9:30

9:45 9:40-10:10

1aSC02
栽培される共生体：海洋
渦鞭毛藻とシアノバクテ
リアの共生関係
中山 卓郎（中山卓郎）

1aAG02
ゼニゴケ仮根の伸長方向
を制御するNIMA関連キ
ナーゼの機能解析
間瀬 輝1，吉竹 良洋2，河内 孝
之2，中神 弘史3，高橋 卓1，本
瀬 宏康1（1岡山大・院・自然
科学，2京都大・院・生命，3マッ
クス・プランク植物育種研究
所）

1aAH02
谷地坊主の植物定着促進
効果は草本群集発達によ
り低下する
趙 新雪，露崎 史朗（北大・院
地球環境）

9:45

10:00 10:00-10:30

1aSA02
植物研究拠点アライアン
スPSCA～植物科学を推
進する共同利用・共同研
究拠点連合～
辻本 壽1，柴 博史2，河野 洋治3， 
渡辺 信4（1鳥取大・乾地研， 
2筑波大・機植セ，3岡山大・植
物研，4琉球大・熱生研・西表）

10:00-10:25

1aSB02
ライブイメージング技術
と顕微操作の統合により
迫る細胞内ダイナミクス
松本 光梨1，中川 朔未2，檜垣 
匠3，津川 暁4，石本 志高4，野々
山 朋信4，康 子辰4，田中 美虹2， 
植田 美那子1,2（1東北大・院
生命科学，2東北大・理，3熊本
大・IROAST，4秋県大・システ
ム）

10:10-10:40

1aSC03
群体性ホヤと藍藻の絶対
共生：なぜ群体性ホヤだ
けがプロクロロンに愛さ
れ続けるのか？
広瀬 裕一（琉球大・理・海自）

10:05-10:35

1aSF02
Ray flower formation in 
Asteraceae. The role of 
mechanical pressure and 
flower dimorphism
Regine Classen-Bockho�
（University of Mainz, Germany）

1aAG03
NIMA関連キナーゼによ
る張力応答の制御機構の
解析
本瀬 宏康（岡山大学・院・自
然）

1aAH03
外来マングローブが示す
西表島の熱帯化
渡辺 信（琉球大・熱生研西表）

10:00

10:15 1aAG04
ヒメツリガネゴケ先端成
長における微小管関連因
子AIR9の解析
中村 恵太1，岩井 香澄2，平山 
桃菜2，日渡 祐二1,2（1宮城大・
院・食産業学，2宮城大・食産
業）

1aAH04
産業革命以前から続く大
気CO2濃度の歴史的変遷
に対する外来植物の生長
反応
石川 真一（群馬大学情報学
部）

10:15

10:30 10:30-10:45

1aSA03
共同利用・共同研究の場
としての植物園の可能性
山田 敏弘（大阪公立大・植物
園）

10:25-10:50

1aSB03
細胞表層力学の光操作と
モデリング
近藤 洋平1,3，山本 啓2,3，青木 
一洋1,2,3（1生創探・定量生物，
2基生研・定量生物，3総研大・
生命）

10:35-10:55

1aSF03
Sculptured by force: floral 
diversity in Croton and 
related genera
Pakkapol �aowetsuwan
（Silpakorn University, Nakhon 
Pathom, �ailand）

1aAG05
新規微小管付随タンパク
質CCMAの機能解析
清水 大樹1，伊藤 瑞季2，武井 
敬仁3，濱田 隆宏1,2（1岡山理
科大・院・理，2岡山理科大・理，
3東京大・院・理）

1aAH05
林床に生育するタマノカ
ンアオイにおける土壌呼
吸由来CO2の光合成利用
の季節変化
溝上 祐介，田村 梨恩，松原 広
夢，金田 ひなた，野口 航（東
京薬科大・生命科学）

10:30

10:45 10:45-11:00

1aSA04
国立遺伝学研究所が提供
する植物科学を支える研
究プラットフォーム
佐藤 豊（国立遺伝学研究所）

10:50-11:00
休憩

10:40-10:50
休憩

10:55-11:05
Break time

1aAG06
植物細胞の分裂面の位置
決定に重要な新奇微小管
構造”Radial step”の発見
高谷 彰吾1,2，Isaty Melogno2，
Olivier Hamant2（1名大・院・理，
2ENS de Lyon, RDP, INRAE）

1aAH06
GxE効果においてミヤコ
グサの開花期を決定する
環境因子の探索
和久 渉1，若林 智美2，佐藤 修
正1（1東北大・院生命，2奈良
先端大・院・先端科学技術）

10:45
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9/17

シンポジウム
使おう！植物学を支える
研究プラットフォーム

シンポジウム
細胞メカニクス研究の最
前線～拡張し続ける視覚

と認知の到達点～

シンポジウム
共生したら葉緑体になった
件，ならなかった件：細胞
生態学的視点から見た光合
成微生物の個性と生存戦略

ポスター 
フラッシュトーク

ポスター 
フラッシュトーク

JPR国際シンポジウム
Mechanical forces  
in plant growth and 

development

生体膜・細胞骨格
座長：	稲田 のりこ 

富永 基樹　 
本瀬 宏康　

生態
座長：	露崎 史朗 

久米 篤　 
望月 昂　

ポスター 
フラッシュトーク

ポスター 
フラッシュトーク

11:00 11:00-11:05
休憩

11:05-11:20

1aSA05
基礎生物学研究所の共同
利用研究：超階層生物学
センターと大学連携バイ
オバックアッププロジェ
クト
星野 敦1,2，栂根 一夫1,2（1基礎
生物学研究所，2総研大・生命
科学）

11:00-11:25

1aSB04
細胞骨格のマイクロ・ナ
ノスケールでの空間配置
制御
井上 大介（九大・院芸工）

10:50-11:20

1aSC04
ミドリゾウリムシと細胞
内共生藻の生態学：任意
共生のままで十分？
岩井 草介（弘前大・教育）

11:05-11:25

1aSF04
Mechanical forces in 
floral development: 
Experimental approaches
Akitoshi Iwamoto（Dep. Biol., 
Fac. Sci., Kanagawa Univ.）

1aAG07
気孔開閉運動制御因子
PATROL1と微小管の関
係
亀園 侑志1，川添 貴哉1，射場 
厚2，檜垣 匠1（1熊本大・院・
自然科学，2九州大・院・理）

1aAH07
ミヤコグサの一年生・多
年生の違いと環境適応
若林 智美1，Stig Andersen2，川
口 正代司3，田中 幸子3，佐藤 
修正4，瀬戸口 浩彰5（1奈良先
端大・バイオ，2Aarhus大，3基
生研・共生，4東北大・院・生
命科学，5京大・院・人環）

11:00

11:15 11:20-11:35

1aSA06
先端バイオイメージング
支援プラットフォーム
（ABiS）～最先端技術に
よる研究サポート～
真野 昌二1,2（1ABiS 事務局，2基
生研・オルガネラ制御）

11:20-11:50

1aSC05
マトリョーシカはどこま
で包む？渦鞭毛藻の三次
葉緑体成立過程を示す細
胞構造と系統の証拠
高橋 和也（東京大・院・農）

1aAG08
細胞核内高次構造と遺伝
子発現制御におけるアク
チン脱重合因子の機能解
析
松本 朋子1，稲田 のりこ1,2（1大
阪府大・院生命環境，2大阪公
大・院農）

1aAH08
クローナル植物はなぜ拡
がるのか？
南 淳（鶴岡高専）

11:15

11:30 11:35-11:50

1aSA07
先進ゲノム解析研究推進
プラットフォーム
（PAGS）～第2期先進ゲ
ノム支援の取組～
黒川 顕（国立遺伝学研究所）

11:25-11:50

1aSB05
超解像4Dライブイメージ
ングで明らかにするゴル
ジ体のダイナミクス
伊藤 容子（お茶大・ヒューマ
ンライフ）

11:25-11:45

1aSF05
Mechanical feedback in 
the cylindrical shape 
maintenance of flowering 
stems
Mariko Asaoka1, Ali Ferjani2

（1Kanagawa Univ., Dept. of Biol. 
Sci., 2Tokyo Gakugei Univ. Dept. 
of Biol.）

1aAG09
シロイヌナズナ葉肉細胞
のミトコンドリア運動に
おけるミオシンXI-Iの役
割
藤森 達郎1，Md Sayeedul 
Islam1，Yingqi Wang1，坂本 勇
貴1，富永 基樹2,3，高木 慎吾1 

（1大阪大・院理・生物科学， 
2早稲田大・教育総合科学・理
学，3早稲田大・院・先進理工）

1aAH09
イネの品種改良は穂温に
どのような影響を与えて
きたか
久米 篤1，北嶋 諒太郎1，松田 
修2，熊丸 敏博1（1九大・農院，
2九大・理院）

11:30

11:45 11:50-12:05

1aSA08
Plant GARDENから
Mi-GARDENへ～公開ゲ
ノム情報とユーザーデー
タをつなぐ～
磯部 祥子1，市原 寿子1，山田 
学1，中村 保一1,2，戸田 陽介1，
小原 光代1，山下 サマッチャ
ヤー 1，七夕 高也1，平川 英樹1，
田畑 哲之1（1かずさDNA研，
2遺伝研）

11:50-12:15

1aSB06
イメージング・AI技術を
駆使して植物精子の形成
と運動の仕組みを理解す
る
南野 尚紀1，法月 拓也2，藤井 
春樹3，八野田 奨1,4，海老根 一
生1,4，真野 昌二1,4，堀田 一弘3，
上田 貴志1,4（1基生研，2群馬
大・生調研，3名城大・理工・
電気電子工学，4総研大）

11:50-12:20

1aSC06
盗葉緑体性渦鞭毛虫ヌ
スットディニウムの共生
藻リモデリング
大沼 亮（神戸大・内海域セ）

11:45-12:15

1aSF06
Ca2+-permeable 
mechanosensitive 
channels MCA1 and 2: 
their molecular nature 
and physiological roles
Hidetoshi Iida（Dept. Biol., 
Tokyo Gakugei Univ.）

1aAG10
高速型キメラミオシン
XI-Kがシロイヌナズナの
成長に与える影響とミオ
シンXI-2, Kの時空間的機
能分担
橘 康平1,2，段 中瑞1，萩野 奈々
子1，原口 武士3，伊藤 光二3，
富永 基樹1,2（1早稲田大・院・
先進理工，2早稲田大・教育総
合科学・生物，3千葉大・院・
理学・生物）

1aAH10
花上微生物叢が種子内微
生物叢に与える影響̶野
生植物アカメガシワを用
いた接種実験による検
討̶
小茂尻 真凜1，潮 雅之2，酒井 
章子1（1京大・生態研，2京大・
白眉）

11:45
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シンポジウム
使おう！植物学を支える
研究プラットフォーム

シンポジウム
細胞メカニクス研究の最
前線～拡張し続ける視覚

と認知の到達点～

シンポジウム
共生したら葉緑体になった
件，ならなかった件：細胞
生態学的視点から見た光合
成微生物の個性と生存戦略

ポスター 
フラッシュトーク

ポスター 
フラッシュトーク

JPR国際シンポジウム
Mechanical forces  
in plant growth and 

development

生体膜・細胞骨格
座長：	稲田 のりこ 

富永 基樹　 
本瀬 宏康　

生態
座長：	露崎 史朗 

久米 篤　 
望月 昂　

ポスター 
フラッシュトーク

ポスター 
フラッシュトーク

11:00 11:00-11:05
休憩

11:05-11:20

1aSA05
基礎生物学研究所の共同
利用研究：超階層生物学
センターと大学連携バイ
オバックアッププロジェ
クト
星野 敦1,2，栂根 一夫1,2（1基礎
生物学研究所，2総研大・生命
科学）

11:00-11:25

1aSB04
細胞骨格のマイクロ・ナ
ノスケールでの空間配置
制御
井上 大介（九大・院芸工）

10:50-11:20

1aSC04
ミドリゾウリムシと細胞
内共生藻の生態学：任意
共生のままで十分？
岩井 草介（弘前大・教育）

11:05-11:25

1aSF04
Mechanical forces in 
floral development: 
Experimental approaches
Akitoshi Iwamoto（Dep. Biol., 
Fac. Sci., Kanagawa Univ.）

1aAG07
気孔開閉運動制御因子
PATROL1と微小管の関
係
亀園 侑志1，川添 貴哉1，射場 
厚2，檜垣 匠1（1熊本大・院・
自然科学，2九州大・院・理）

1aAH07
ミヤコグサの一年生・多
年生の違いと環境適応
若林 智美1，Stig Andersen2，川
口 正代司3，田中 幸子3，佐藤 
修正4，瀬戸口 浩彰5（1奈良先
端大・バイオ，2Aarhus大，3基
生研・共生，4東北大・院・生
命科学，5京大・院・人環）

11:00

11:15 11:20-11:35

1aSA06
先端バイオイメージング
支援プラットフォーム
（ABiS）～最先端技術に
よる研究サポート～
真野 昌二1,2（1ABiS 事務局，2基
生研・オルガネラ制御）

11:20-11:50

1aSC05
マトリョーシカはどこま
で包む？渦鞭毛藻の三次
葉緑体成立過程を示す細
胞構造と系統の証拠
高橋 和也（東京大・院・農）

1aAG08
細胞核内高次構造と遺伝
子発現制御におけるアク
チン脱重合因子の機能解
析
松本 朋子1，稲田 のりこ1,2（1大
阪府大・院生命環境，2大阪公
大・院農）

1aAH08
クローナル植物はなぜ拡
がるのか？
南 淳（鶴岡高専）

11:15

11:30 11:35-11:50

1aSA07
先進ゲノム解析研究推進
プラットフォーム
（PAGS）～第2期先進ゲ
ノム支援の取組～
黒川 顕（国立遺伝学研究所）

11:25-11:50

1aSB05
超解像4Dライブイメージ
ングで明らかにするゴル
ジ体のダイナミクス
伊藤 容子（お茶大・ヒューマ
ンライフ）

11:25-11:45

1aSF05
Mechanical feedback in 
the cylindrical shape 
maintenance of flowering 
stems
Mariko Asaoka1, Ali Ferjani2

（1Kanagawa Univ., Dept. of Biol. 
Sci., 2Tokyo Gakugei Univ. Dept. 
of Biol.）

1aAG09
シロイヌナズナ葉肉細胞
のミトコンドリア運動に
おけるミオシンXI-Iの役
割
藤森 達郎1，Md Sayeedul 
Islam1，Yingqi Wang1，坂本 勇
貴1，富永 基樹2,3，高木 慎吾1 

（1大阪大・院理・生物科学， 
2早稲田大・教育総合科学・理
学，3早稲田大・院・先進理工）

1aAH09
イネの品種改良は穂温に
どのような影響を与えて
きたか
久米 篤1，北嶋 諒太郎1，松田 
修2，熊丸 敏博1（1九大・農院，
2九大・理院）

11:30

11:45 11:50-12:05

1aSA08
Plant GARDENから
Mi-GARDENへ～公開ゲ
ノム情報とユーザーデー
タをつなぐ～
磯部 祥子1，市原 寿子1，山田 
学1，中村 保一1,2，戸田 陽介1，
小原 光代1，山下 サマッチャ
ヤー 1，七夕 高也1，平川 英樹1，
田畑 哲之1（1かずさDNA研，
2遺伝研）

11:50-12:15

1aSB06
イメージング・AI技術を
駆使して植物精子の形成
と運動の仕組みを理解す
る
南野 尚紀1，法月 拓也2，藤井 
春樹3，八野田 奨1,4，海老根 一
生1,4，真野 昌二1,4，堀田 一弘3，
上田 貴志1,4（1基生研，2群馬
大・生調研，3名城大・理工・
電気電子工学，4総研大）

11:50-12:20

1aSC06
盗葉緑体性渦鞭毛虫ヌ
スットディニウムの共生
藻リモデリング
大沼 亮（神戸大・内海域セ）

11:45-12:15

1aSF06
Ca2+-permeable 
mechanosensitive 
channels MCA1 and 2: 
their molecular nature 
and physiological roles
Hidetoshi Iida（Dept. Biol., 
Tokyo Gakugei Univ.）

1aAG10
高速型キメラミオシン
XI-Kがシロイヌナズナの
成長に与える影響とミオ
シンXI-2, Kの時空間的機
能分担
橘 康平1,2，段 中瑞1，萩野 奈々
子1，原口 武士3，伊藤 光二3，
富永 基樹1,2（1早稲田大・院・
先進理工，2早稲田大・教育総
合科学・生物，3千葉大・院・
理学・生物）

1aAH10
花上微生物叢が種子内微
生物叢に与える影響̶野
生植物アカメガシワを用
いた接種実験による検
討̶
小茂尻 真凜1，潮 雅之2，酒井 
章子1（1京大・生態研，2京大・
白眉）

11:45
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時間 A会場 Ｂ会場 Ｃ会場 Ｄ会場 Ｅ会場 Ｆ会場 Ｇ会場 H会場 I会場 J会場 時間

9/17

シンポジウム
使おう！植物学を支える
研究プラットフォーム

シンポジウム
細胞メカニクス研究の最
前線～拡張し続ける視覚

と認知の到達点～

シンポジウム
共生したら葉緑体になった
件，ならなかった件：細胞
生態学的視点から見た光合
成微生物の個性と生存戦略

JPR国際シンポジウム
Mechanical forces  
in plant growth and 

development

生体膜・細胞骨格
座長：	稲田 のりこ 

富永 基樹　 
本瀬 宏康　

生態
座長：	露崎 史朗 

久米 篤　 
望月 昂　

12:00 12:05-12:20
総合討論
田畑 哲之（かずさDNA研）

12:15-12:30
総合討論
植田 美那子（東北大・院生命
科学）

12:20-12:30
総合討論

1aAG11
根冠剥離におけるミオシ
ンXIの機能解析
伊藤 啓悟1，郷 達明2，稲葉 祐
作1，段 中瑞3，中島 敬二2，富
永 基樹1,3（1早稲田大・院・先
進理工，2奈良先端大・先端科
学技術，3早稲田大・教育総合
科学・生物）

1aAH11
花の表面微細構造が送粉
者の閉じ込め／解放を制
御する：ウマノスズクサ
における検討
李 俊男，酒井 章子（京大・生
態研）

12:00

12:15 12:15-12:30
General discussion

1aAG12
ミオシンXI変異体側枝の
立体構造解析
吉田 大一1，上田 晴子2，國田 
樹3，戸田 真志4，檜垣 匠1（1熊
本大・院・自然科学，2甲南大・
理工，3琉球大・工，4熊本大・
総合情報統括センター）

1aAH12
タチガシワの奇妙な擬
態̶虫の死臭を放つ花，
虫の死体を啜る送粉者
望月 昂1，岡本 朋子2，立松 和
晃3，川北 篤1（1東大・理・植
物園，2岐阜大・応生，3岐阜大・
連農）

12:15

12:30 12:30
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シンポジウム
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前線～拡張し続ける視覚

と認知の到達点～

シンポジウム
共生したら葉緑体になった
件，ならなかった件：細胞
生態学的視点から見た光合
成微生物の個性と生存戦略

JPR国際シンポジウム
Mechanical forces  
in plant growth and 

development

生体膜・細胞骨格
座長：	稲田 のりこ 

富永 基樹　 
本瀬 宏康　

生態
座長：	露崎 史朗 

久米 篤　 
望月 昂　

12:00 12:05-12:20
総合討論
田畑 哲之（かずさDNA研）

12:15-12:30
総合討論
植田 美那子（東北大・院生命
科学）

12:20-12:30
総合討論

1aAG11
根冠剥離におけるミオシ
ンXIの機能解析
伊藤 啓悟1，郷 達明2，稲葉 祐
作1，段 中瑞3，中島 敬二2，富
永 基樹1,3（1早稲田大・院・先
進理工，2奈良先端大・先端科
学技術，3早稲田大・教育総合
科学・生物）

1aAH11
花の表面微細構造が送粉
者の閉じ込め／解放を制
御する：ウマノスズクサ
における検討
李 俊男，酒井 章子（京大・生
態研）

12:00

12:15 12:15-12:30
General discussion

1aAG12
ミオシンXI変異体側枝の
立体構造解析
吉田 大一1，上田 晴子2，國田 
樹3，戸田 真志4，檜垣 匠1（1熊
本大・院・自然科学，2甲南大・
理工，3琉球大・工，4熊本大・
総合情報統括センター）

1aAH12
タチガシワの奇妙な擬
態̶虫の死臭を放つ花，
虫の死体を啜る送粉者
望月 昂1，岡本 朋子2，立松 和
晃3，川北 篤1（1東大・理・植
物園，2岐阜大・応生，3岐阜大・
連農）

12:15

12:30 12:30
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時間 A会場 Ｂ会場 Ｃ会場 Ｄ会場 Ｅ会場 Ｆ会場 Ｇ会場 H会場 I会場 J会場 時間

9/17

シンポジウム
植物細胞の分化運命の 

制御と可塑性

シンポジウム
栄養繁殖性植物研究への
招待～メカニズムから，

その活用まで～

環境応答
座長：	青木 摂之 

宮沢 豊　 
川合 真紀 
野口 航　

発生・形態形成
座長：	高橋 卓 

伊藤（大橋） 恭子 
小島 晶子

JPR国際シンポジウム
Update of phosphate 

transport 
regulations

代謝・物質生産・ 
メタボローム
座長：	作田 正明 

佐藤 康　 
平井 優美

分類・系統・進化
座長：	村上 哲明　 

瀬戸口 浩彰 
藤井 紀行　

細胞小器官
座長：	祢宜 淳太郎 

藤井 祥　　 
吉田 大和　

細胞壁
座長：	國枝 正　　 

半 智史　　 
野田口 理孝

14:00 14:00-14:05
はじめに

14:05-14:30

1pSB01
シロイヌナズナの非配偶
子性の細胞融合の意義を
理解する
丸山 大輔（横浜市大・木原生
研）

14:00-14:05
はじめに
別所 -上原 奏子（東北大・院
生命）

14:05-14:35

1pSC01
地下茎による栄養繁殖の
鍵因子の探索
別所 -上原 奏子1,2，大守 知
樹2,3，永井 啓祐2，小嶋 美紀
子4，竹林 裕美子4，縣 歩美2,3，
榊原 均3,4，芦苅 基行2，保浦 徳
昇2（1東北大・院生命，2名大・
生物センター，3名大・院生命
農学，4理研CSRS）

1pAD01
ハクサンハタザオが野外
で経験する光環境変動と
それに対する応答
長谷 あきら1，伊東 杏花里2，
杉坂 次郎3，本庄 三惠3，工藤 
洋3（1京大，2京大・院理，3京大・
生態研）

1pAE01
シロイヌナズナのサーモ
スペルミン欠損変異に対
する新奇抑圧変異株の分
子遺伝学的解析
西井 裕一，高橋 卓（岡山大・
院・生物科学）

14:00-14:05
Introduction
Satomi Kanno（IAR., Nagoya 
Univ.）

14:05-14:25

1pSF01
Evolution of Phosphate 
Transporters and History 
of Phosphorus Transport 
Research
Tetsuro Mimura1,2（1National 
Cheng Kung Univerisiyt, College 
of Biosci. & Biotech., 2Univ. 
Tokyo, Grad. Sch. Agri. Life 
Sci.）

1pAG01
ダイズフラボノイド
3′-水酸化酵素は種子カ
ルシウム・マグネシウム
含量を低下させる
戸田 恭子1，平田 香里2，山田 
哲也3，高橋 浩司3，小木曽 映
里4，坪倉 康隆5，羽鹿 牧太6 

（1農研機構・遺伝資源研究セ
ンター，2農業・食品産業技術
総合研究機構，3農研機構・作
物研究部門，4国立科学博物
館，5雪印種苗株式会社，6株式
会社クボタ）

1pAH01
The Open Fern Tree of 
Life: 常に最新の状態を保
つ全シダ植物系統樹に向
けて
ニッタ ジョエル1，Eric 
Schuettpelz2，Santiago Ramírez-
Barahona3，岩崎 渉1（1東大・院・
新領域，2スミソニアン国立自
然史博物館，3メキシコ国立自
治大学）

1pAI01
オルガネラ移行シグナル
のアミノ酸暗号の理解と
実験的検証
平田 莉子，茂木 祐子，吉田 大
和（東京大・院・理）

1pAJ01
Semi-dry環境特異的な花
粉管驚動現象の解析
杉 直也，木下 哲，丸山 大輔
（横浜市大・木原生研）

14:00

14:15 1pAD02
成長期と越冬期にみられ
る対照的な自己被陰・シ
ンク需要に対する葉寿命
制御
湯本 原樹1，村中 智明1,2，杉阪 
次郎1，本庄 三恵1，工藤 洋1 

（1京都大学・生態学研究セン
ター，2鹿児島大学）

1pAE02
シロイヌナズナ芽生えを
用いた維管束分化におけ
るサーモスペルミンの機
能解析
小山 大輝，田中 貴啓，本瀬 宏
康，高橋 卓（岡山大・院・生
物科学）

1pAG02
DOPA dioxygenaseとシ
ロイヌナズナLigBの比較
機能解析
家政 茜1，渡辺 華子1，石塚 夏
洋1，野田 響子2，村田 容常2，
作田 正明1,3（1お茶の水大・院
生命科学，2お茶の水大・院食
品栄養科学，3明治大・研究知
財）

1pAH02
Investigating the hybrid 
origin of Microlepia 
pseudostrigosa and their 
relatives in Japan
Ryutaro Koda1, Tao Fujiwara1, 
Yasuyuki Watano2, Noriaki 
Murakami1（1Makino Herb., 
Tokyo Metropolitan Univ., 
2Grad. Sch. Sci., Chiba Univ.）

1pAI02
リアルタイム蛍光観察を
基盤とした葉緑体分裂リ
ングの収縮機構の解析
吉田 大和1,2，茂木 祐子1（1東
京大・院・理・生物科学，2JST・
さきがけ）

1pAJ02
マメ科植物の葉の運動細
胞における特有の細胞壁
構造「葉枕スリット」の
発見
高原 正裕1，津川 暁2，坂本 真
吾3,4，出村 拓5,6，中田 未友希5,6

（1アカシア園芸，2秋田県立
大・システム科学技術，3産総
研・生物プロセス，4産総研・
GZR，5奈良先端大・バイオ， 
6奈良先端大・CDG）

14:15

14:30 14:30-14:55

1pSB02
シロイヌナズナ根毛の可
塑的な成長を支える転写
制御機構
柴田 美智太郎1，杉本 慶子1,2 

（1理研・CSRS，2東京大・院・理・ 
生物科学）

14:35-15:05

1pSC02
熱帯作物キャッサバの分
子育種研究と今後の展望
内海 好規（理研）

1pAD03
光受容体フィトクロムに
よるエチレン合成制御機
構の解析
小塚 俊明，下谷 祐貴，坂本 昌
悟，福田 智代，山谷 浩史，草
場 信（広島大院・統合生命）

1pAE03
維管束形成における
HD-ZIP IIIの機能
伊藤（大橋） 恭子1，岩本 訓知1，
福田 裕穂1,2（1東大・院・理， 
2京都先端科学大・バイオ環
境）

14:25-14:40

1pSF02
Understanding 
Phosphate Transport in 
Plants by Imaging
Satomi Kanno1, Sahar Hani2, 
Pascale David2, Masayoshi 
Nakamura3, Laurent Nussaume2

（1IAR., Nagoya Univ., 2CEA-
CNRS-Univ. Aix Marseille, 
3ITbM., Nagoya Univ.）

1pAG03
シロイヌナズナの
GlcNAc合成系の温度感
受性変異体 ligで観察され
たDMSOの表現型抑圧効
果について
野崎 守1，中村 優斗2，佐藤 康2，
杉山 宗隆1（1東京大・院理， 
2愛媛大・院理工）

1pAH03
葉緑体と核ゲノムに基づ
いたジャノヒゲ属（クサ
スギカズラ科）の系統と
種認識
新宅 和憲1，布施 静香1，田金 
秀一郎2，矢原 徹一3，Manop 
Poopath4，Sukontip 
Sirimongkol4，Sawita 
Yooprasert4，Rachun Pooma4，
Yong-Ping Yang5，Fading Pu6，田
村 実1（1京都大・院・理・植物，
2鹿児島大・博物館，3九州オー
プンユニバーシティ，4タイ・
BKF，5中国科学院・昆明植研，
6中国科学院・成都生研）

1pAI03
単細胞紅藻
Cyanidioschyzon 
merolaeにおける細胞分
裂機構の解析
八木沢 芙美1，藤原 崇之2，宮
城島 進也2，黒岩 晴子3，黒岩 
常祥3（1琉球大・研究基盤，2遺
伝研・遺伝形質，3日本女子大・
理・化学生命）

1pAJ03
RIC1過剰発現による子葉
器官および表皮細胞の形
態変化
菊川 琴美1，曽我 康一2，今村 
寿子3，小竹 敬久4，檜垣 匠1 

（1熊本大・院・自然科学，2大
阪公立大・院・理，3九州大・院・
医，4埼玉大・院・理工）

14:30

14:45 1pAD04
フィトクロムによるSA
応答性の転写補助因子
NPR1の活性調節機構の
解析
本多 璃奈1，堀尾 宗正1，野元 
美佳2，大畑 怜未1，桑田 啓子3，
松林 嘉克1，岡 義人4，松下 智
直4，多田 安臣2（1名古屋大・
院理・生命理，2名古屋大・遺
伝子，3名大・理・ITbM，4京都
大・理・生命）

1pAE04
維管束幹細胞の分裂と分
化を制御するサイトカイ
ニンの機能と動態
島津 舜治1,2，Nurani Alif 
Meem1，森 秀世1，山田 一貴3，
柴田 恭美3，古谷 朋之2,4，伊藤
（大橋） 恭子1，石崎 公庸2，深
城 英弘2，朝比奈 雅志3,5，稲垣 
宗一1，角谷 徹仁1，福田 裕穂6，
近藤 侑貴2（1東大・院・理， 
2神戸大・院・理，3帝京大・理
工・バイオ，4立命館大・生命，
5帝京大・先端機器分析セン
ター，6京都先端科学大・バイ
オ環境）

14:40-15:10

1pSF03
Plant live transcriptional 
imaging to study 
phosphate homeostasis
Laurent Nussaume
（Commissariat à l’Energy 
Atomique）

1pAG04
シロイヌナズナの
GlcNAc合成系に関わる
GFAT過剰発現及びグル
コサミンによる成長阻害
機構の解析
的場 洋祐1，足立 楓2，佐藤 
康1（1愛媛大・院理工・環境
機能，2愛媛大・理・生物）

1pAH04
MIG-seqデータから考え
るササユリ類（ユリ科ユ
リ属）の分類の見直し
渡邉 誠太1，林 一彦2，荒川 克
郎3，高山 浩司1，布施 静香1，
田村 実1（1京大・院・理・植，2大
阪学院大，3ガーデンリリー
ファーム）

1pAI04
高温障害による高等植物
葉緑体の変異について
―3
黒岩 晴子1，廣岡 俊亮2，藤原 
崇之2，宮城島 進也2，三角 修
己3，永田 典子1，黒岩 常祥1 

（1日本女子大・理・化学生命
科学，2遺伝研・遺伝形質，3山
口大・院・創成科学）

1pAJ04
頂端切除後のユーカリ側
枝の屈曲メカニズムの解
析
勝田 亮紀1，出村 拓1，中田 未
友希1，杉山 淳司2，吉永 新2，
粟野 達也2（1奈良先端大・バ
イオ，2京都大・院・農）

14:45
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シンポジウム
植物細胞の分化運命の 

制御と可塑性

シンポジウム
栄養繁殖性植物研究への
招待～メカニズムから，

その活用まで～

環境応答
座長：	青木 摂之 

宮沢 豊　 
川合 真紀 
野口 航　

発生・形態形成
座長：	高橋 卓 

伊藤（大橋） 恭子 
小島 晶子

JPR国際シンポジウム
Update of phosphate 

transport 
regulations

代謝・物質生産・ 
メタボローム
座長：	作田 正明 

佐藤 康　 
平井 優美

分類・系統・進化
座長：	村上 哲明　 

瀬戸口 浩彰 
藤井 紀行　

細胞小器官
座長：	祢宜 淳太郎 

藤井 祥　　 
吉田 大和　

細胞壁
座長：	國枝 正　　 

半 智史　　 
野田口 理孝

14:00 14:00-14:05
はじめに

14:05-14:30

1pSB01
シロイヌナズナの非配偶
子性の細胞融合の意義を
理解する
丸山 大輔（横浜市大・木原生
研）

14:00-14:05
はじめに
別所 -上原 奏子（東北大・院
生命）

14:05-14:35

1pSC01
地下茎による栄養繁殖の
鍵因子の探索
別所 -上原 奏子1,2，大守 知
樹2,3，永井 啓祐2，小嶋 美紀
子4，竹林 裕美子4，縣 歩美2,3，
榊原 均3,4，芦苅 基行2，保浦 徳
昇2（1東北大・院生命，2名大・
生物センター，3名大・院生命
農学，4理研CSRS）

1pAD01
ハクサンハタザオが野外
で経験する光環境変動と
それに対する応答
長谷 あきら1，伊東 杏花里2，
杉坂 次郎3，本庄 三惠3，工藤 
洋3（1京大，2京大・院理，3京大・
生態研）

1pAE01
シロイヌナズナのサーモ
スペルミン欠損変異に対
する新奇抑圧変異株の分
子遺伝学的解析
西井 裕一，高橋 卓（岡山大・
院・生物科学）

14:00-14:05
Introduction
Satomi Kanno（IAR., Nagoya 
Univ.）

14:05-14:25

1pSF01
Evolution of Phosphate 
Transporters and History 
of Phosphorus Transport 
Research
Tetsuro Mimura1,2（1National 
Cheng Kung Univerisiyt, College 
of Biosci. & Biotech., 2Univ. 
Tokyo, Grad. Sch. Agri. Life 
Sci.）

1pAG01
ダイズフラボノイド
3′-水酸化酵素は種子カ
ルシウム・マグネシウム
含量を低下させる
戸田 恭子1，平田 香里2，山田 
哲也3，高橋 浩司3，小木曽 映
里4，坪倉 康隆5，羽鹿 牧太6 

（1農研機構・遺伝資源研究セ
ンター，2農業・食品産業技術
総合研究機構，3農研機構・作
物研究部門，4国立科学博物
館，5雪印種苗株式会社，6株式
会社クボタ）

1pAH01
The Open Fern Tree of 
Life: 常に最新の状態を保
つ全シダ植物系統樹に向
けて
ニッタ ジョエル1，Eric 
Schuettpelz2，Santiago Ramírez-
Barahona3，岩崎 渉1（1東大・院・
新領域，2スミソニアン国立自
然史博物館，3メキシコ国立自
治大学）

1pAI01
オルガネラ移行シグナル
のアミノ酸暗号の理解と
実験的検証
平田 莉子，茂木 祐子，吉田 大
和（東京大・院・理）

1pAJ01
Semi-dry環境特異的な花
粉管驚動現象の解析
杉 直也，木下 哲，丸山 大輔
（横浜市大・木原生研）

14:00

14:15 1pAD02
成長期と越冬期にみられ
る対照的な自己被陰・シ
ンク需要に対する葉寿命
制御
湯本 原樹1，村中 智明1,2，杉阪 
次郎1，本庄 三恵1，工藤 洋1 

（1京都大学・生態学研究セン
ター，2鹿児島大学）

1pAE02
シロイヌナズナ芽生えを
用いた維管束分化におけ
るサーモスペルミンの機
能解析
小山 大輝，田中 貴啓，本瀬 宏
康，高橋 卓（岡山大・院・生
物科学）

1pAG02
DOPA dioxygenaseとシ
ロイヌナズナLigBの比較
機能解析
家政 茜1，渡辺 華子1，石塚 夏
洋1，野田 響子2，村田 容常2，
作田 正明1,3（1お茶の水大・院
生命科学，2お茶の水大・院食
品栄養科学，3明治大・研究知
財）

1pAH02
Investigating the hybrid 
origin of Microlepia 
pseudostrigosa and their 
relatives in Japan
Ryutaro Koda1, Tao Fujiwara1, 
Yasuyuki Watano2, Noriaki 
Murakami1（1Makino Herb., 
Tokyo Metropolitan Univ., 
2Grad. Sch. Sci., Chiba Univ.）

1pAI02
リアルタイム蛍光観察を
基盤とした葉緑体分裂リ
ングの収縮機構の解析
吉田 大和1,2，茂木 祐子1（1東
京大・院・理・生物科学，2JST・
さきがけ）

1pAJ02
マメ科植物の葉の運動細
胞における特有の細胞壁
構造「葉枕スリット」の
発見
高原 正裕1，津川 暁2，坂本 真
吾3,4，出村 拓5,6，中田 未友希5,6

（1アカシア園芸，2秋田県立
大・システム科学技術，3産総
研・生物プロセス，4産総研・
GZR，5奈良先端大・バイオ， 
6奈良先端大・CDG）

14:15

14:30 14:30-14:55

1pSB02
シロイヌナズナ根毛の可
塑的な成長を支える転写
制御機構
柴田 美智太郎1，杉本 慶子1,2 

（1理研・CSRS，2東京大・院・理・ 
生物科学）

14:35-15:05

1pSC02
熱帯作物キャッサバの分
子育種研究と今後の展望
内海 好規（理研）

1pAD03
光受容体フィトクロムに
よるエチレン合成制御機
構の解析
小塚 俊明，下谷 祐貴，坂本 昌
悟，福田 智代，山谷 浩史，草
場 信（広島大院・統合生命）

1pAE03
維管束形成における
HD-ZIP IIIの機能
伊藤（大橋） 恭子1，岩本 訓知1，
福田 裕穂1,2（1東大・院・理， 
2京都先端科学大・バイオ環
境）

14:25-14:40

1pSF02
Understanding 
Phosphate Transport in 
Plants by Imaging
Satomi Kanno1, Sahar Hani2, 
Pascale David2, Masayoshi 
Nakamura3, Laurent Nussaume2

（1IAR., Nagoya Univ., 2CEA-
CNRS-Univ. Aix Marseille, 
3ITbM., Nagoya Univ.）

1pAG03
シロイヌナズナの
GlcNAc合成系の温度感
受性変異体 ligで観察され
たDMSOの表現型抑圧効
果について
野崎 守1，中村 優斗2，佐藤 康2，
杉山 宗隆1（1東京大・院理， 
2愛媛大・院理工）

1pAH03
葉緑体と核ゲノムに基づ
いたジャノヒゲ属（クサ
スギカズラ科）の系統と
種認識
新宅 和憲1，布施 静香1，田金 
秀一郎2，矢原 徹一3，Manop 
Poopath4，Sukontip 
Sirimongkol4，Sawita 
Yooprasert4，Rachun Pooma4，
Yong-Ping Yang5，Fading Pu6，田
村 実1（1京都大・院・理・植物，
2鹿児島大・博物館，3九州オー
プンユニバーシティ，4タイ・
BKF，5中国科学院・昆明植研，
6中国科学院・成都生研）

1pAI03
単細胞紅藻
Cyanidioschyzon 
merolaeにおける細胞分
裂機構の解析
八木沢 芙美1，藤原 崇之2，宮
城島 進也2，黒岩 晴子3，黒岩 
常祥3（1琉球大・研究基盤，2遺
伝研・遺伝形質，3日本女子大・
理・化学生命）

1pAJ03
RIC1過剰発現による子葉
器官および表皮細胞の形
態変化
菊川 琴美1，曽我 康一2，今村 
寿子3，小竹 敬久4，檜垣 匠1 

（1熊本大・院・自然科学，2大
阪公立大・院・理，3九州大・院・
医，4埼玉大・院・理工）

14:30

14:45 1pAD04
フィトクロムによるSA
応答性の転写補助因子
NPR1の活性調節機構の
解析
本多 璃奈1，堀尾 宗正1，野元 
美佳2，大畑 怜未1，桑田 啓子3，
松林 嘉克1，岡 義人4，松下 智
直4，多田 安臣2（1名古屋大・
院理・生命理，2名古屋大・遺
伝子，3名大・理・ITbM，4京都
大・理・生命）

1pAE04
維管束幹細胞の分裂と分
化を制御するサイトカイ
ニンの機能と動態
島津 舜治1,2，Nurani Alif 
Meem1，森 秀世1，山田 一貴3，
柴田 恭美3，古谷 朋之2,4，伊藤
（大橋） 恭子1，石崎 公庸2，深
城 英弘2，朝比奈 雅志3,5，稲垣 
宗一1，角谷 徹仁1，福田 裕穂6，
近藤 侑貴2（1東大・院・理， 
2神戸大・院・理，3帝京大・理
工・バイオ，4立命館大・生命，
5帝京大・先端機器分析セン
ター，6京都先端科学大・バイ
オ環境）

14:40-15:10

1pSF03
Plant live transcriptional 
imaging to study 
phosphate homeostasis
Laurent Nussaume
（Commissariat à l’Energy 
Atomique）

1pAG04
シロイヌナズナの
GlcNAc合成系に関わる
GFAT過剰発現及びグル
コサミンによる成長阻害
機構の解析
的場 洋祐1，足立 楓2，佐藤 
康1（1愛媛大・院理工・環境
機能，2愛媛大・理・生物）

1pAH04
MIG-seqデータから考え
るササユリ類（ユリ科ユ
リ属）の分類の見直し
渡邉 誠太1，林 一彦2，荒川 克
郎3，高山 浩司1，布施 静香1，
田村 実1（1京大・院・理・植，2大
阪学院大，3ガーデンリリー
ファーム）

1pAI04
高温障害による高等植物
葉緑体の変異について
―3
黒岩 晴子1，廣岡 俊亮2，藤原 
崇之2，宮城島 進也2，三角 修
己3，永田 典子1，黒岩 常祥1 

（1日本女子大・理・化学生命
科学，2遺伝研・遺伝形質，3山
口大・院・創成科学）

1pAJ04
頂端切除後のユーカリ側
枝の屈曲メカニズムの解
析
勝田 亮紀1，出村 拓1，中田 未
友希1，杉山 淳司2，吉永 新2，
粟野 達也2（1奈良先端大・バ
イオ，2京都大・院・農）

14:45
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9/17

シンポジウム
植物細胞の分化運命の 

制御と可塑性

シンポジウム
栄養繁殖性植物研究への
招待～メカニズムから，

その活用まで～

環境応答
座長：	青木 摂之 

宮沢 豊　 
川合 真紀 
野口 航　

発生・形態形成
座長：	高橋 卓 

伊藤（大橋） 恭子 
小島 晶子

JPR国際シンポジウム
Update of phosphate 

transport 
regulations

代謝・物質生産・ 
メタボローム
座長：	作田 正明 

佐藤 康　 
平井 優美

分類・系統・進化
座長：	村上 哲明　 

瀬戸口 浩彰 
藤井 紀行　

細胞小器官
座長：	祢宜 淳太郎 

藤井 祥　　 
吉田 大和　

細胞壁
座長：	國枝 正　　 

半 智史　　 
野田口 理孝

15:00 14:55-15:20

1pSB03
コケ配偶体と花粉におけ
る生殖細胞分化の理解と
制御に向けて
山岡 尚平1，海老根 一生2,3，齊
藤 美咲1，樅木 亮介1，吉竹 良
洋1，上田 貴志2,3，光田 展隆4，
西浜 竜一1,5，荒木 崇1，河内 孝
之1（1京大・院・生命科学，2基
生研・細胞動態，3総研大・生
命科学，4産総研・生物プロセ
ス，5東京理科大・理工・応用
生物）

15:20-15:30
休憩

15:05-15:35

1pSC03
コケ植物ゼニゴケの脅威
の繁殖力を支える分子基
盤
酒井 友希1，加藤 大貴1,2，安居 
佑季子1,3，石崎 公庸1（1神戸
大・院・理，2愛媛大・院・理
工，3京大・院・生命）

1pAD05
緑藻クラミドモナスにお
ける概日時計と多段階リ
ン酸リレーとの関わりに
ついて
地宗 克洋1，松尾 拓哉2，中井 
皐太1，山本 祐莉1，崔 鶴宇1，
中野 侑希1，田内 和久ラザル
ス3，羅 嘉傑1，片山 琉太3，鈴
木 智紀4，渡邉 智基1，青木 摂
之1（1名大・院情報学，2名大・
遺伝子，3名大・学部情報，4名
大・学部情文）

1pAE05
Cell proliferation 
patterned by HAN/
cytokinin circuit 
mechanically elaborates 
root vascular symmetry
Motohiro Fujiwara1,2, Miyu 
Imamura3, Katsuyoshi 
Matsushita1, Yoichiroh 
Hosokawa4, Keiji Nakajima5, 
Koichi Fujimoto1, Shunsuke 
Miyashima5,6（1Grad. Sch. Sci., 
Osaka Univ., 2JT BRH, 3Grad. 
Sch. Bio. Agr., Nagoya Univ., 
4Grad. Sch. Mat., NAIST, 5Grad. 
Sch. Bio., NAIST, 6JST 
PRESTO）

15:10-15:15
Break time

1pAG05
薬用植物ニチニチソウの
種子発芽過程におけるア
ルカロイド代謝開始過程
の解析
鵜崎 真妃1,2，山本 浩太郎3，森 
哲也2，村上 明男4，大西 美輪5，
七條 千津子4，石崎 公庸4，深
城 英弘4，三村 徹郎4,6,7，平井 
優美1,2（1名古屋大・院・生命
農，2理研・CSRS，3横浜市大・
理，4神戸大・院・理，5京大・院・
理，6國立成功大 , 生科・科技，
7東大・院・農学生命）

1pAH05
フローサイトメトリによ
る日本産エンレイソウ属
の倍数性調査．意外な結
果が．
堀井 雄治郎（所属なし）

1pAI05
集光性クロロフィルタン
パク質の輸送に関与する
cpSRP43タンパク質のア
フィニティ精製
黒田 洋詩1，小澤 真一郎2，濱
尾 志乃1，高橋 裕一郎1（1岡山
大・基礎研，2岡山大・植物研）

1pAJ05
RING型ユビキチンE3リ
ガーゼFLYING SAUCER
の機能解析
松葉 千夏1，國枝 正1，地福 海
月1，西村 いくこ2，George W. 
Haughn3，出村 拓1,4（1奈良先
端大・バイオ，2甲南大・理工，
3ブリティッシュコロンビア
大・植物，4奈良先端大・
CDG）

15:00

15:15 1pAD06
ボルボックス目緑藻にお
ける鞭毛の光反応様式と
大型化進化
植木 紀子（法政大・自然科学
センター）

1pAE06
表皮細胞運命の決定と
ATML1遺伝子の活性抑制
髙田 忍1，Jürgens Jürgens2，飯田 
浩行3（1大阪大学・理学部・
生物，2ZMBP, University of 
Tübingen，3Institute of 
Biotechnology, HiLIFE, 
University of Helsinki）

15:15-15:45

1pSF04
Natural variation of 
molecular and 
physiological responses 
to phosphate starvation 
in Arabidopsis
Iris Martinez-Hevia1, Lun Jing2, 
Mabel Puga1, Cesar Poza1, Carlos 
Alonso-Blanco1, Javier Paz-Ares1

（1Department of Plant Molecular 
Genetics, Centro Nacional de 
Biotecnologia-CSIC, 2Centre 
Mondial de l’Innovation– 
Laboratoire Nutrition Végétale, 
Groupe Roullier）

1pAG06
イネ品種間差を利用した
シュウ酸蓄積因子の探索
宮城 敦子1,2，田中 伸裕3，
Matthew Shenton3，江花 薫子4，
大久保 智司5,6，安達 俊輔5，大
川 泰一郎5，川合 真紀2（1山形
大・農，2埼玉大・院理工，3農
研機構・作物，4農研機構・遺
伝資源，5東京農工大・院農， 
6東北大・院生命）

1pAH06
日本産モウセンゴケ属4
種における葉柄基部にみ
られるトライコームの細
胞形態の違いについて
加藤木 高広1，寳満 由妃2，髙
橋 知佐子3，白河 潤一4，星 良
和2（1東海大・院生物科学， 
2東海大・農学，3尾道市役所・
農林水産課，4高知県立牧野植
物園）

1pAI06
 Rapaza viridisの盗葉緑
体獲得過程におけるピレ
ノイドの再構成メカニズ
ム
丸山 萌1，加賀本 剛1，中澤 昌
美2，蘆田 弘樹3，粟井 光一郎4，
柏山 祐一郎1（1福井工大・環
境食品応用化学，2大阪公大・
院農学，3神戸大・院人間発達
環境学，4静岡大・生物科学）

1pAJ06
道管細胞分化におけるペ
クチン分解酵素阻害タン
パク質の役割の解明
山田 恵利佳1，秋吉 信宏1，家
門 絵理1，大谷 美沙都1,2（1東
京大・院・新領域，2奈良先端
大・バイオ）

15:15

15:30 15:30-15:55

1pSB04
一過的発現による花粉の
分化運命の制御
水多 陽子1,2（1名大・高等
研，2名大・ITbM）

15:35-16:05

1pSC04
水田における栄養繁殖性
水生雑草の有効活用を目
指した分子基盤の整備
吉田 明希子（東京農工大・農
学研究院）

1pAD07
画像解析による定性的な
細胞内分布の定量化と数
値データの視覚化
澁田 未央，渥美 友夏，宮沢 豊
（山形大・理）

1pAE07
HD-ZIP IV型転写因子群
の転写後制御を介した表
皮分化制御機構の解析
永田 賢司1，高橋 卓2，阿部 光
知1（1東大・院総合文化，2岡
山大・院自然科学）

1pAG07
苔類ゼニゴケにおけるジ
ベレリン類縁化合物の探
索
岡部 麻衣子1，吉竹 良洋1，川
村 昇吾1，鈴木 かおり1，下川 
瑛太1，安居 佑季子1，山岡 尚
平1，石田 俊晃2，増口 潔2，山
口 信次郎2，河内 孝之1（1京大・
生命，2京大・化学研究所）

1pAH07
満鮮要素植物タムラソウ
の分子系統地理学的研究
吉原 拓郎1，辻畑 征弥2，陶山 
佳久3，廣田 峻3，副島 顕子4，
池田 啓5，岩崎 貴也6，竹下 香
織4，Andrey E. Kozhevnikov7，
Zoya V. Kozhevnikova7，
Tian-Gang Gao8，Hongfeng 
Wang9，Jae-Hong Pak10，Kyung 
Choi11，Young-Tak Im12，藤井 
紀行4（1熊本大・院・自然科学，
2熊本大・理・生物，3東北大・
農，4熊本大・院・先端科学， 
5岡山大・植物研，6お茶大・院・
人間文化，7ロシア科学アカデ
ミー，8中国科学院・植物，9東
北林業大・森林，10慶北大・自
然科学・生物，11韓国国立樹木
園，12全南大・生物）

1pAI07
色素体核様体の膜アン
カー因子MFP1は核様体
の表面積拡張と効率的な
転写誘導に必要である
藤井 祥1,2,3，Miguel Palomar3，
Andrzej Wierzbicki3，鹿内 利治2，
西村 芳樹2（1弘前大・農生， 
2京都大・院・理，3ミシガン大・
MCDB）

1pAJ07
Characterization of 
transgenic poplar 
overexpressing human 
UDP-galactose 
transporter 1 gene
Wenbo Shan1, Ayumi Ihara1,2, 
Nobuhiro Akiyoshi1, Toshihisa 
Kotake3, Tetsuo Yamaguchi4, 
Taku Demura2,5, Misato 
Ohtani1,2,5（1Grad Sch Front Sci, 
Univ Tokyo, 2RIKEN, CSRS, 
3Grad Sch Sci Eng, Saitama Univ, 
4Grad Sch Agri Life Sci, Univ 
Tokyo, 5Div Biol Sci, Grad Sch 
Sci Tech, NAIST）

15:30

15:45 1pAD08
シロイヌナズナ葉緑体局
在性NADキナーゼ
（NADK2）のN領域の解
析 
朝木日楽格 1，爼 艶慧1，橋田 
慎之介2，宮城 敦子1,2，石川 寿
樹1，山口 雅利1，川合 真紀1 

（1埼大・院・理工，2電中研・環
科研，3山形大・農）

1pAE08
ヒメツリガネゴケ茎葉体
形成におけるHD-Zip Ⅳ
遺伝子の役割
石本 優1，Chris Zalewski2，John 
Bowman2，榊原 恵子1（1立教
大 院・理・生命，2Monash 
Univ., Biol. Sci.）

15:45-16:15

1pSF05
Signal integration 
between phosphate 
starvation response and 
plant immunity
Yusuke Saijo（Biological Science, 
NAIST）

1pAG08
ハーブ接ぎ木による香り
改変への挑戦
廣瀬 匠悟，森上 敦，津呂 正
人，塚越 啓央（名城大・農）

1pAH08
東北地方に自生するエゾ
エンゴサク（広義）の遺
伝的集団構造の解析
黒田 大生1，鈴木 政紀3，横山 
潤2（1山形大・院理工，2山形大・
理，3東北大・院農）

1pAI08
葉緑体核様体の分配に関
わる新規因子MOC2の同
定
大谷 直央1，廣門 秀仁1，石橋 
幸大2，西村 芳樹3，小林 優介1

（1茨城大・院理工学，2京都産
業大・生命科学，3京都大・理
学）

1pAJ08
二次壁に積層する多層構
造を制御する因子の探索
高田 直樹1，粟野 達也2，Pui 
Ying Lam3,4，鈴木 史朗5，飛松 
裕基3，光田 展隆6，永野 聡一
郎7，山岸 祐介8,9，谷口 亨1（1森
林総研・森林バイオ，2京大・
院農，3京大・生存研，4秋田大・
院理工，5岐阜大・応生科，6産
総研・生物プロセス，7森林総
研・林育セ，8北大・院農，9住
友林業（株））

15:45
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る生殖細胞分化の理解と
制御に向けて
山岡 尚平1，海老根 一生2,3，齊
藤 美咲1，樅木 亮介1，吉竹 良
洋1，上田 貴志2,3，光田 展隆4，
西浜 竜一1,5，荒木 崇1，河内 孝
之1（1京大・院・生命科学，2基
生研・細胞動態，3総研大・生
命科学，4産総研・生物プロセ
ス，5東京理科大・理工・応用
生物）

15:20-15:30
休憩

15:05-15:35

1pSC03
コケ植物ゼニゴケの脅威
の繁殖力を支える分子基
盤
酒井 友希1，加藤 大貴1,2，安居 
佑季子1,3，石崎 公庸1（1神戸
大・院・理，2愛媛大・院・理
工，3京大・院・生命）

1pAD05
緑藻クラミドモナスにお
ける概日時計と多段階リ
ン酸リレーとの関わりに
ついて
地宗 克洋1，松尾 拓哉2，中井 
皐太1，山本 祐莉1，崔 鶴宇1，
中野 侑希1，田内 和久ラザル
ス3，羅 嘉傑1，片山 琉太3，鈴
木 智紀4，渡邉 智基1，青木 摂
之1（1名大・院情報学，2名大・
遺伝子，3名大・学部情報，4名
大・学部情文）

1pAE05
Cell proliferation 
patterned by HAN/
cytokinin circuit 
mechanically elaborates 
root vascular symmetry
Motohiro Fujiwara1,2, Miyu 
Imamura3, Katsuyoshi 
Matsushita1, Yoichiroh 
Hosokawa4, Keiji Nakajima5, 
Koichi Fujimoto1, Shunsuke 
Miyashima5,6（1Grad. Sch. Sci., 
Osaka Univ., 2JT BRH, 3Grad. 
Sch. Bio. Agr., Nagoya Univ., 
4Grad. Sch. Mat., NAIST, 5Grad. 
Sch. Bio., NAIST, 6JST 
PRESTO）

15:10-15:15
Break time

1pAG05
薬用植物ニチニチソウの
種子発芽過程におけるア
ルカロイド代謝開始過程
の解析
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農，2理研・CSRS，3横浜市大・
理，4神戸大・院・理，5京大・院・
理，6國立成功大 , 生科・科技，
7東大・院・農学生命）

1pAH05
フローサイトメトリによ
る日本産エンレイソウ属
の倍数性調査．意外な結
果が．
堀井 雄治郎（所属なし）

1pAI05
集光性クロロフィルタン
パク質の輸送に関与する
cpSRP43タンパク質のア
フィニティ精製
黒田 洋詩1，小澤 真一郎2，濱
尾 志乃1，高橋 裕一郎1（1岡山
大・基礎研，2岡山大・植物研）

1pAJ05
RING型ユビキチンE3リ
ガーゼFLYING SAUCER
の機能解析
松葉 千夏1，國枝 正1，地福 海
月1，西村 いくこ2，George W. 
Haughn3，出村 拓1,4（1奈良先
端大・バイオ，2甲南大・理工，
3ブリティッシュコロンビア
大・植物，4奈良先端大・
CDG）

15:00
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ボルボックス目緑藻にお
ける鞭毛の光反応様式と
大型化進化
植木 紀子（法政大・自然科学
センター）

1pAE06
表皮細胞運命の決定と
ATML1遺伝子の活性抑制
髙田 忍1，Jürgens Jürgens2，飯田 
浩行3（1大阪大学・理学部・
生物，2ZMBP, University of 
Tübingen，3Institute of 
Biotechnology, HiLIFE, 
University of Helsinki）

15:15-15:45

1pSF04
Natural variation of 
molecular and 
physiological responses 
to phosphate starvation 
in Arabidopsis
Iris Martinez-Hevia1, Lun Jing2, 
Mabel Puga1, Cesar Poza1, Carlos 
Alonso-Blanco1, Javier Paz-Ares1
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Mondial de l’Innovation– 
Laboratoire Nutrition Végétale, 
Groupe Roullier）
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ム
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環境学，4静岡大・生物科学）
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クチン分解酵素阻害タン
パク質の役割の解明
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門 絵理1，大谷 美沙都1,2（1東
京大・院・新領域，2奈良先端
大・バイオ）

15:15

15:30 15:30-15:55

1pSB04
一過的発現による花粉の
分化運命の制御
水多 陽子1,2（1名大・高等
研，2名大・ITbM）

15:35-16:05

1pSC04
水田における栄養繁殖性
水生雑草の有効活用を目
指した分子基盤の整備
吉田 明希子（東京農工大・農
学研究院）

1pAD07
画像解析による定性的な
細胞内分布の定量化と数
値データの視覚化
澁田 未央，渥美 友夏，宮沢 豊
（山形大・理）

1pAE07
HD-ZIP IV型転写因子群
の転写後制御を介した表
皮分化制御機構の解析
永田 賢司1，高橋 卓2，阿部 光
知1（1東大・院総合文化，2岡
山大・院自然科学）

1pAG07
苔類ゼニゴケにおけるジ
ベレリン類縁化合物の探
索
岡部 麻衣子1，吉竹 良洋1，川
村 昇吾1，鈴木 かおり1，下川 
瑛太1，安居 佑季子1，山岡 尚
平1，石田 俊晃2，増口 潔2，山
口 信次郎2，河内 孝之1（1京大・
生命，2京大・化学研究所）

1pAH07
満鮮要素植物タムラソウ
の分子系統地理学的研究
吉原 拓郎1，辻畑 征弥2，陶山 
佳久3，廣田 峻3，副島 顕子4，
池田 啓5，岩崎 貴也6，竹下 香
織4，Andrey E. Kozhevnikov7，
Zoya V. Kozhevnikova7，
Tian-Gang Gao8，Hongfeng 
Wang9，Jae-Hong Pak10，Kyung 
Choi11，Young-Tak Im12，藤井 
紀行4（1熊本大・院・自然科学，
2熊本大・理・生物，3東北大・
農，4熊本大・院・先端科学， 
5岡山大・植物研，6お茶大・院・
人間文化，7ロシア科学アカデ
ミー，8中国科学院・植物，9東
北林業大・森林，10慶北大・自
然科学・生物，11韓国国立樹木
園，12全南大・生物）

1pAI07
色素体核様体の膜アン
カー因子MFP1は核様体
の表面積拡張と効率的な
転写誘導に必要である
藤井 祥1,2,3，Miguel Palomar3，
Andrzej Wierzbicki3，鹿内 利治2，
西村 芳樹2（1弘前大・農生， 
2京都大・院・理，3ミシガン大・
MCDB）

1pAJ07
Characterization of 
transgenic poplar 
overexpressing human 
UDP-galactose 
transporter 1 gene
Wenbo Shan1, Ayumi Ihara1,2, 
Nobuhiro Akiyoshi1, Toshihisa 
Kotake3, Tetsuo Yamaguchi4, 
Taku Demura2,5, Misato 
Ohtani1,2,5（1Grad Sch Front Sci, 
Univ Tokyo, 2RIKEN, CSRS, 
3Grad Sch Sci Eng, Saitama Univ, 
4Grad Sch Agri Life Sci, Univ 
Tokyo, 5Div Biol Sci, Grad Sch 
Sci Tech, NAIST）

15:30

15:45 1pAD08
シロイヌナズナ葉緑体局
在性NADキナーゼ
（NADK2）のN領域の解
析 
朝木日楽格 1，爼 艶慧1，橋田 
慎之介2，宮城 敦子1,2，石川 寿
樹1，山口 雅利1，川合 真紀1 

（1埼大・院・理工，2電中研・環
科研，3山形大・農）

1pAE08
ヒメツリガネゴケ茎葉体
形成におけるHD-Zip Ⅳ
遺伝子の役割
石本 優1，Chris Zalewski2，John 
Bowman2，榊原 恵子1（1立教
大 院・理・生命，2Monash 
Univ., Biol. Sci.）

15:45-16:15

1pSF05
Signal integration 
between phosphate 
starvation response and 
plant immunity
Yusuke Saijo（Biological Science, 
NAIST）

1pAG08
ハーブ接ぎ木による香り
改変への挑戦
廣瀬 匠悟，森上 敦，津呂 正
人，塚越 啓央（名城大・農）

1pAH08
東北地方に自生するエゾ
エンゴサク（広義）の遺
伝的集団構造の解析
黒田 大生1，鈴木 政紀3，横山 
潤2（1山形大・院理工，2山形大・
理，3東北大・院農）

1pAI08
葉緑体核様体の分配に関
わる新規因子MOC2の同
定
大谷 直央1，廣門 秀仁1，石橋 
幸大2，西村 芳樹3，小林 優介1

（1茨城大・院理工学，2京都産
業大・生命科学，3京都大・理
学）

1pAJ08
二次壁に積層する多層構
造を制御する因子の探索
高田 直樹1，粟野 達也2，Pui 
Ying Lam3,4，鈴木 史朗5，飛松 
裕基3，光田 展隆6，永野 聡一
郎7，山岸 祐介8,9，谷口 亨1（1森
林総研・森林バイオ，2京大・
院農，3京大・生存研，4秋田大・
院理工，5岐阜大・応生科，6産
総研・生物プロセス，7森林総
研・林育セ，8北大・院農，9住
友林業（株））

15:45
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9/17

シンポジウム
植物細胞の分化運命の 

制御と可塑性

シンポジウム
栄養繁殖性植物研究への
招待～メカニズムから，

その活用まで～

環境応答
座長：	青木 摂之 

宮沢 豊　 
川合 真紀 
野口 航　

発生・形態形成
座長：	高橋 卓 

伊藤（大橋） 恭子 
小島 晶子

JPR国際シンポジウム
Update of phosphate 

transport 
regulations

代謝・物質生産・ 
メタボローム
座長：	作田 正明 

佐藤 康　 
平井 優美

分類・系統・進化
座長：	村上 哲明　 

瀬戸口 浩彰 
藤井 紀行　

細胞小器官
座長：	祢宜 淳太郎 

藤井 祥　　 
吉田 大和　

細胞壁
座長：	國枝 正　　 

半 智史　　 
野田口 理孝

16:00 15:55-16:20

1pSB05
植物寄生性線虫による植
物細胞リモデリング機構
解明を目指して
大津 美奈1,2（1奈良先端大・バ
イオサイエンス領域，2JSTさ
きがけ）

16:20-16:45

1pSB06
栄養をめぐる植物と微生
物の超個体化現象を紐解
く
晝間 敬（東大院総合生命）

16:05-16:35

1pSC05
野生植物にみる多様な栄
養繁殖戦略
荒木 希和子（滋賀県大・環境
科学）

1pAD09
ゼニゴケは暗所でも葉緑
体のCO2定位運動をしめ
す
杉山 太一，寺島 一郎（東大・
院・理）

1pAE09
葉の形成に関わるAS2遺
伝子およびAS2/LOBファ
ミリーの起源をゲノム
データベースから探る
岩川 秀和1,2,4，安藤 沙友里2，
小島 晶子2，笹部 美知子3，伊
藤 正樹1，町田 泰則4，町田 千
代子2（1金沢大学理工研究域，
2中部大学応用生物学部，3弘
前大学農学生命科学部，4名古
屋大学大学院理学研究科）

1pAG09
根粒の数を制御する
HAR1受容体の窒素代謝
制御に関わる新たな役割
大熊 直生1，杉浦 大輔2，寺島 
一郎3，川口 正代司4,5（1理研・
BRC，2名古屋大・院・生命農
学，3東京大・院理・生物科学，
4基生研，5総研大）

1pAH09
日本アルプスにおける高
山型ダイモンジソウの系
統的起源
孫田 佳奈1，池田 啓2，永野 
惇3,4，瀬戸口 浩彰5（1富山県
立大，2岡山大・植物研，3龍谷
大・農，4慶應大・IAB，5京都大・
人環）

1pAI09
単細胞紅藻
Cyanidioschyzon 
merolaeを用いた葉緑体
DNA修復機構の進化・多
様性の研究
川戸 祥子，小林 優介（茨大・
院理工学）

1pAJ09
交雑ポプラ放射柔細胞に
おけるプロテアーゼ
RD21の局在解析
深見 泰河1，粟野 達也2，中田 
了五3，佐々木 信光1，船田 良1，
半 智史1（1東京農工大・院農，
2京大・農，3森林総研林育セ）

16:00

16:15 1pAD10
CO2濃縮機構を制御する
緑藻クラミドモナスの
WWドメイン含有タンパ
ク質
嶋村 大亮，安田 詢子，大垣 美
萌，山原 洋佑，山野 隆志，福
澤 秀哉（京大・院生命）

1pAE10
ゼニゴケの class II AS2
ファミリー遺伝子の解析
小島 晶子1，西浜 竜一2，石田 
咲子3，安藤 沙友里1，河内 孝
之3，町田 千代子1，町田 泰則4

（1中部大・応用生物，2東京理
科大・理工・応用生物，3京大
院・生命，4名大院・理・生命理）

16:15-16:45

1pSF06
NIGT1-centered 
transcriptional network 
for the balanced 
acquisition of nitrogen 
and phosphorus
Shuichi Yanagisawa（Grad. Sch. 
Agri. Life Sci., Univ. of Tokyo）

1pAG10
PPARγ活性を有する培養
条件の検討
小笠原 優華（長浜バイオ大
学大学院バイオサイエンス研
究科）

1pAH10
Plastome phylogenomics 
of the woody Sonchus 
alliance (Asteraceae) in 
the Macaronesian Islands
Seon-Hee Kim1, Arnoldo 
Santos-Guerra2, Koji Takayama1, 
Seung-Chul Kim3（1Department 
of Botany, Kyoto University, 
2Instituto Canario de 
Investigaciones Agrarias (ICIA), 
3Department of Biological 
Sciences, Sungkyunkwan 
University）

1pAI10
ヒメツリガネゴケの葉緑
体形態に関与する糖結合
性SLHドメイン含有タン
パク質の機能解析
緒方 玲香1，武智 克彰2，高野 
博嘉2（1熊大・院自然科学，2熊
大・院先端科学）

1pAJ10
新規GPIアンカータンパ
ク質PCP1はシロイヌナ
ズナの二次細胞壁形成に
関与する
横井 友哉，平野 朋子，佐藤 雅
彦（京府大・院生命環境科学）

16:15

16:30 16:35-16:40
おわりに
別所 -上原 奏子（東北大・院
生命）

1pAD11
ヒメツリガネゴケの葉緑
体レトログレードシグナ
ルにおけるSAL1-PAP経
路の機能解析
大谷 知希，四井 いずみ，太治 
輝昭，坂田 洋一（東京農大・
バイオ）

1pAE11
葉の向背軸分化に関わる
AS2のAS2/LOBサブドメ
インの分子的機能解析
安藤 沙友里1，野元 美佳2，岩
川 秀和1，Simon Vial-Pradel1，
多田 安臣2，山本 興太朗3，町
田 泰則2，小島 晶子1，町田 千
代子1（1中部大・応用生物，2名
古屋大・院・理・生命理，3北
海道大・院・理）

1pAG11
灰色藻Cyanophora 
paradoxaにおける脂質代
謝の研究
佐藤 直樹1，池村 英里2，粟井 
光一郎2,3（1東京大・総合文化，
2静岡大・総合科学技術，3静岡
大・電子工学研）

1pAH11
小笠原固有寄生植物シマ
ウツボにおける宿主転換
の歴史と遺伝的背景
西村 明洋，高山 浩司（京大・
院・理）

1pAI11
緊縮応答因子ppGppはイ
ネの葉の葉緑体分化過程
におけるGTPの量的制御
に寄与する
伊藤 和洋1，伊藤 道俊2，後藤 
美奈3，増田 真二3，射場 厚1，
楠見 健介1（1九州大・院・理，
2慶応大・先端生命研究所，3東
工大・院・生命理工）

1pAJ11
デンドロビウムのグルコ
マンナンのアセチル化に
関するTBLファミリータ
ンパク質
菊地 愛菜（埼玉大・院生命科
学）

16:30

16:45 16:45-16:55
総合討論

16:55-17:00
おわりに

1pAD12
太陽誘導クロロフィル蛍
光（SIF）を利用した光
化学系II量子収率（ΦPSII）
と光合成の推定
冨松 元，彦坂 幸毅（東北大学・
生命科学）

16:45-17:00
General discussion
Laurent Nussaume
（Commissariat à l’Energy 
Atomique）

1pAG12
紅藻Cyanidioschyzon 
merolae由来クエン酸シ
ンターゼの生化学解析
西井 麻貴，小山内 崇（明大院・
農・農化）

1pAH12
日本海浜における海流散
布植物イワタイゲキ（ト
ウダイグサ科）の地理的
遺伝構造
岩田 寛之1，伊東 拓朗2，國府
方 吾郎3，野田 博士1，高山 浩
司1（1京大・院・理，2東北大・
植物園，3科博・植物）

1pAI12
表皮細胞における葉緑体
機能の解明に向けた敷石
細胞特異的プロモーター
の探索
小畑 智暉1，高橋 宏和2，中園 
幹生2，射場 厚1，祢宜 淳太郎1

（1九州大学・理学研究院，2名
古屋大学・生命農学研究科）

1pAJ12
Xylem formation is crucial 
for the scion growth in 
Nicotiana interfamily 
grafting
Chaokun Huang1, Ken-ichi 
Kurotani2, Ryo Tabata1, 
Nobutaka Mitsuda3, Ryohei 
Sugita4, Keitaro Tanoi4, 
Notaguchi Michitaka1,2,5（1Grad. 
Sch. Bio-agr., Univ. Nagoya, 
2Bioscience and Biotechnology 
Center, Univ. Nagoya, 
3Bioproduction Research 
Institute, AIST, 4Isotope Facility 
for Agricultural Education and 
Research, Univ. Tokyo, 5Institute 
of Transformative Bio-Molecules, 
Univ. Nagoya）

16:45
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シンポジウム
植物細胞の分化運命の 

制御と可塑性

シンポジウム
栄養繁殖性植物研究への
招待～メカニズムから，

その活用まで～

環境応答
座長：	青木 摂之 

宮沢 豊　 
川合 真紀 
野口 航　

発生・形態形成
座長：	高橋 卓 

伊藤（大橋） 恭子 
小島 晶子

JPR国際シンポジウム
Update of phosphate 

transport 
regulations

代謝・物質生産・ 
メタボローム
座長：	作田 正明 

佐藤 康　 
平井 優美

分類・系統・進化
座長：	村上 哲明　 

瀬戸口 浩彰 
藤井 紀行　

細胞小器官
座長：	祢宜 淳太郎 

藤井 祥　　 
吉田 大和　

細胞壁
座長：	國枝 正　　 

半 智史　　 
野田口 理孝

16:00 15:55-16:20

1pSB05
植物寄生性線虫による植
物細胞リモデリング機構
解明を目指して
大津 美奈1,2（1奈良先端大・バ
イオサイエンス領域，2JSTさ
きがけ）

16:20-16:45

1pSB06
栄養をめぐる植物と微生
物の超個体化現象を紐解
く
晝間 敬（東大院総合生命）

16:05-16:35

1pSC05
野生植物にみる多様な栄
養繁殖戦略
荒木 希和子（滋賀県大・環境
科学）

1pAD09
ゼニゴケは暗所でも葉緑
体のCO2定位運動をしめ
す
杉山 太一，寺島 一郎（東大・
院・理）

1pAE09
葉の形成に関わるAS2遺
伝子およびAS2/LOBファ
ミリーの起源をゲノム
データベースから探る
岩川 秀和1,2,4，安藤 沙友里2，
小島 晶子2，笹部 美知子3，伊
藤 正樹1，町田 泰則4，町田 千
代子2（1金沢大学理工研究域，
2中部大学応用生物学部，3弘
前大学農学生命科学部，4名古
屋大学大学院理学研究科）

1pAG09
根粒の数を制御する
HAR1受容体の窒素代謝
制御に関わる新たな役割
大熊 直生1，杉浦 大輔2，寺島 
一郎3，川口 正代司4,5（1理研・
BRC，2名古屋大・院・生命農
学，3東京大・院理・生物科学，
4基生研，5総研大）

1pAH09
日本アルプスにおける高
山型ダイモンジソウの系
統的起源
孫田 佳奈1，池田 啓2，永野 
惇3,4，瀬戸口 浩彰5（1富山県
立大，2岡山大・植物研，3龍谷
大・農，4慶應大・IAB，5京都大・
人環）

1pAI09
単細胞紅藻
Cyanidioschyzon 
merolaeを用いた葉緑体
DNA修復機構の進化・多
様性の研究
川戸 祥子，小林 優介（茨大・
院理工学）

1pAJ09
交雑ポプラ放射柔細胞に
おけるプロテアーゼ
RD21の局在解析
深見 泰河1，粟野 達也2，中田 
了五3，佐々木 信光1，船田 良1，
半 智史1（1東京農工大・院農，
2京大・農，3森林総研林育セ）

16:00

16:15 1pAD10
CO2濃縮機構を制御する
緑藻クラミドモナスの
WWドメイン含有タンパ
ク質
嶋村 大亮，安田 詢子，大垣 美
萌，山原 洋佑，山野 隆志，福
澤 秀哉（京大・院生命）

1pAE10
ゼニゴケの class II AS2
ファミリー遺伝子の解析
小島 晶子1，西浜 竜一2，石田 
咲子3，安藤 沙友里1，河内 孝
之3，町田 千代子1，町田 泰則4

（1中部大・応用生物，2東京理
科大・理工・応用生物，3京大
院・生命，4名大院・理・生命理）

16:15-16:45

1pSF06
NIGT1-centered 
transcriptional network 
for the balanced 
acquisition of nitrogen 
and phosphorus
Shuichi Yanagisawa（Grad. Sch. 
Agri. Life Sci., Univ. of Tokyo）

1pAG10
PPARγ活性を有する培養
条件の検討
小笠原 優華（長浜バイオ大
学大学院バイオサイエンス研
究科）

1pAH10
Plastome phylogenomics 
of the woody Sonchus 
alliance (Asteraceae) in 
the Macaronesian Islands
Seon-Hee Kim1, Arnoldo 
Santos-Guerra2, Koji Takayama1, 
Seung-Chul Kim3（1Department 
of Botany, Kyoto University, 
2Instituto Canario de 
Investigaciones Agrarias (ICIA), 
3Department of Biological 
Sciences, Sungkyunkwan 
University）

1pAI10
ヒメツリガネゴケの葉緑
体形態に関与する糖結合
性SLHドメイン含有タン
パク質の機能解析
緒方 玲香1，武智 克彰2，高野 
博嘉2（1熊大・院自然科学，2熊
大・院先端科学）

1pAJ10
新規GPIアンカータンパ
ク質PCP1はシロイヌナ
ズナの二次細胞壁形成に
関与する
横井 友哉，平野 朋子，佐藤 雅
彦（京府大・院生命環境科学）

16:15

16:30 16:35-16:40
おわりに
別所 -上原 奏子（東北大・院
生命）

1pAD11
ヒメツリガネゴケの葉緑
体レトログレードシグナ
ルにおけるSAL1-PAP経
路の機能解析
大谷 知希，四井 いずみ，太治 
輝昭，坂田 洋一（東京農大・
バイオ）

1pAE11
葉の向背軸分化に関わる
AS2のAS2/LOBサブドメ
インの分子的機能解析
安藤 沙友里1，野元 美佳2，岩
川 秀和1，Simon Vial-Pradel1，
多田 安臣2，山本 興太朗3，町
田 泰則2，小島 晶子1，町田 千
代子1（1中部大・応用生物，2名
古屋大・院・理・生命理，3北
海道大・院・理）

1pAG11
灰色藻Cyanophora 
paradoxaにおける脂質代
謝の研究
佐藤 直樹1，池村 英里2，粟井 
光一郎2,3（1東京大・総合文化，
2静岡大・総合科学技術，3静岡
大・電子工学研）

1pAH11
小笠原固有寄生植物シマ
ウツボにおける宿主転換
の歴史と遺伝的背景
西村 明洋，高山 浩司（京大・
院・理）

1pAI11
緊縮応答因子ppGppはイ
ネの葉の葉緑体分化過程
におけるGTPの量的制御
に寄与する
伊藤 和洋1，伊藤 道俊2，後藤 
美奈3，増田 真二3，射場 厚1，
楠見 健介1（1九州大・院・理，
2慶応大・先端生命研究所，3東
工大・院・生命理工）

1pAJ11
デンドロビウムのグルコ
マンナンのアセチル化に
関するTBLファミリータ
ンパク質
菊地 愛菜（埼玉大・院生命科
学）

16:30

16:45 16:45-16:55
総合討論

16:55-17:00
おわりに

1pAD12
太陽誘導クロロフィル蛍
光（SIF）を利用した光
化学系II量子収率（ΦPSII）
と光合成の推定
冨松 元，彦坂 幸毅（東北大学・
生命科学）

16:45-17:00
General discussion
Laurent Nussaume
（Commissariat à l’Energy 
Atomique）

1pAG12
紅藻Cyanidioschyzon 
merolae由来クエン酸シ
ンターゼの生化学解析
西井 麻貴，小山内 崇（明大院・
農・農化）

1pAH12
日本海浜における海流散
布植物イワタイゲキ（ト
ウダイグサ科）の地理的
遺伝構造
岩田 寛之1，伊東 拓朗2，國府
方 吾郎3，野田 博士1，高山 浩
司1（1京大・院・理，2東北大・
植物園，3科博・植物）

1pAI12
表皮細胞における葉緑体
機能の解明に向けた敷石
細胞特異的プロモーター
の探索
小畑 智暉1，高橋 宏和2，中園 
幹生2，射場 厚1，祢宜 淳太郎1

（1九州大学・理学研究院，2名
古屋大学・生命農学研究科）

1pAJ12
Xylem formation is crucial 
for the scion growth in 
Nicotiana interfamily 
grafting
Chaokun Huang1, Ken-ichi 
Kurotani2, Ryo Tabata1, 
Nobutaka Mitsuda3, Ryohei 
Sugita4, Keitaro Tanoi4, 
Notaguchi Michitaka1,2,5（1Grad. 
Sch. Bio-agr., Univ. Nagoya, 
2Bioscience and Biotechnology 
Center, Univ. Nagoya, 
3Bioproduction Research 
Institute, AIST, 4Isotope Facility 
for Agricultural Education and 
Research, Univ. Tokyo, 5Institute 
of Transformative Bio-Molecules, 
Univ. Nagoya）

16:45
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時間 A会場 Ｂ会場 Ｃ会場 Ｄ会場 Ｅ会場 Ｆ会場 Ｇ会場 H会場 I会場 J会場 時間

9/17

環境応答
座長：	青木 摂之 

宮沢 豊　 
川合 真紀 
野口 航　

代謝・物質生産・ 
メタボローム
座長：	作田 正明 

佐藤 康　 
平井 優美

細胞小器官
座長：	祢宜 淳太郎 

藤井 祥　　 
吉田 大和　

細胞壁
座長：	國枝 正　　 

半 智史　　 
野田口 理孝

17:00 1pAD13
水陸両生植物Hygrophila 
difformisの短期的および
長期的水中順応における
葉の光合成特性の比較
堀口 元気1，溝上 祐介1，廣津 
直樹2，野口 航1（1東京薬科大・
生命科学，2東洋大・生命科学）

1pAG13
サロマ湖産海氷珪藻の同
定と低温適応機構の解析
内田 美重1，内田 英伸1,2，佐藤 
剛2,3，西本 右子2,4，堤 浩一1，
大井 崇生5，谷口 光隆5，井上 
和仁2,3，鈴木 祥弘2,3（1名古屋
文理大・フードビジネス，2神
奈川大・総理研，3神奈川大・
理・生物科学，4神奈川大・理・
化学，5名古屋大院・生命農・
植物生産）

1pAI13
プロテオーム解析による
シロイヌナズナ気孔葉緑
体特異的タンパク質の探
索
宋 普錫1，山柿 将1，西村 さく
ら1，成松 丈1，馬渕 敦士1,2，射
場 厚1，祢冝 淳太郎1（1九州大
学・理学研究院，2九州大学・
植物フロンティア研究セン
ター）

1pAJ13
Chemical Screening to 
Identify Graft Promoting 
Molecules in Fabaceae
Qianqian Luo1, Xueyao Shu1, 
Ayato Sato2, Yaichi Kawakatsu3, 
Ryoko Morinobe1, Lalita Jantean1, 
Hejin Son1, Ken-ichi Kurotani3, 
Michitaka Notaguchi1,3（1Grad. 
Sch. Bioagri. Sci., Univ. Nagoya, 
2ITbM.,  Univ. Nagoya, 3Biosci 
& Biotech Center, Univ. Nagoya）

17:00

17:15 1pAD14
緑藻アオノリ類陸上養殖
による周年生産の実現と
CO2固定量の算出
佐藤 陽一1，沼田 雄一郎1，河
野 重行2，平岡 雅規3（1理研食
品（株），2東京大・院新領域，
3高知大・総合研究セ）

1pAI14
孔辺細胞の特徴的な葉緑
体の構築には葉緑体脂質
DGDGが必須である
西村 さくら，小畑 智暉，多田
隈 遼亮，宋 普錫，射場 厚，祢
宜 淳太郎（九州大学・理学研
究院）

1pAJ14
An ABCB transporter 
regulates proper cell 
expansion with cuticle 
deposition in 
Physcomitrium patens 
Liechi Zhang1,2, Yuko Sasaki-
Sekimoto3, Ken Kosetsu1, 
Tsuyoshi Aoyama1,4, Takashi 
Murata1,5, Yukiko Kabeya1, 
Yoshikatsu Sato1,4, Mie 
Shimojima3, Hiroyuki Ohta3, 
Mitsuyasu Hasebe1,2, Masaki 
Ishikawa1,2（1National Institute 
for Basic Biology, 2School of Life 
Science, SOKENDAI (�e 
Graduate University for 
Advanced Studies), 3School of 
Life Science and Technology, 
Tokyo Institute of Technology, 
4Present address: Institute of 
Transformative Bio-Molecules, 
Nagoya University, 5Present 
address: Kanagawa Institute of 
Technology）

17:15

17:30 1pAI15
エチオプラストの発達に
おける色素体酸性脂質の
役割の解明
吉原 晶子1，和田 元2，永田 典
子3，小林 康一4（1大阪府大・
院理学，2東大・院総合文化， 
3日本女子大・理学，4大阪公
大・院理学）

1pAJ15
ゼニゴケRboh由来ROS
の標的候補因子としての
細胞壁構造タンパク質エ
クステンシン
橋本 研志1,2，東島 万里子1,2，
神谷 佳世1，山下 優音1,2，阿部 
尚明1,2，白戸 幸1，朽津 和幸1,2

（1東京理科大・理工・応用生
物科学，2東京理科大・理工・
農理工学際連携）

17:30

17:45 17:45
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環境応答
座長：	青木 摂之 

宮沢 豊　 
川合 真紀 
野口 航　

代謝・物質生産・ 
メタボローム
座長：	作田 正明 

佐藤 康　 
平井 優美

細胞小器官
座長：	祢宜 淳太郎 

藤井 祥　　 
吉田 大和　

細胞壁
座長：	國枝 正　　 

半 智史　　 
野田口 理孝

17:00 1pAD13
水陸両生植物Hygrophila 
difformisの短期的および
長期的水中順応における
葉の光合成特性の比較
堀口 元気1，溝上 祐介1，廣津 
直樹2，野口 航1（1東京薬科大・
生命科学，2東洋大・生命科学）

1pAG13
サロマ湖産海氷珪藻の同
定と低温適応機構の解析
内田 美重1，内田 英伸1,2，佐藤 
剛2,3，西本 右子2,4，堤 浩一1，
大井 崇生5，谷口 光隆5，井上 
和仁2,3，鈴木 祥弘2,3（1名古屋
文理大・フードビジネス，2神
奈川大・総理研，3神奈川大・
理・生物科学，4神奈川大・理・
化学，5名古屋大院・生命農・
植物生産）

1pAI13
プロテオーム解析による
シロイヌナズナ気孔葉緑
体特異的タンパク質の探
索
宋 普錫1，山柿 将1，西村 さく
ら1，成松 丈1，馬渕 敦士1,2，射
場 厚1，祢冝 淳太郎1（1九州大
学・理学研究院，2九州大学・
植物フロンティア研究セン
ター）

1pAJ13
Chemical Screening to 
Identify Graft Promoting 
Molecules in Fabaceae
Qianqian Luo1, Xueyao Shu1, 
Ayato Sato2, Yaichi Kawakatsu3, 
Ryoko Morinobe1, Lalita Jantean1, 
Hejin Son1, Ken-ichi Kurotani3, 
Michitaka Notaguchi1,3（1Grad. 
Sch. Bioagri. Sci., Univ. Nagoya, 
2ITbM.,  Univ. Nagoya, 3Biosci 
& Biotech Center, Univ. Nagoya）

17:00

17:15 1pAD14
緑藻アオノリ類陸上養殖
による周年生産の実現と
CO2固定量の算出
佐藤 陽一1，沼田 雄一郎1，河
野 重行2，平岡 雅規3（1理研食
品（株），2東京大・院新領域，
3高知大・総合研究セ）

1pAI14
孔辺細胞の特徴的な葉緑
体の構築には葉緑体脂質
DGDGが必須である
西村 さくら，小畑 智暉，多田
隈 遼亮，宋 普錫，射場 厚，祢
宜 淳太郎（九州大学・理学研
究院）

1pAJ14
An ABCB transporter 
regulates proper cell 
expansion with cuticle 
deposition in 
Physcomitrium patens 
Liechi Zhang1,2, Yuko Sasaki-
Sekimoto3, Ken Kosetsu1, 
Tsuyoshi Aoyama1,4, Takashi 
Murata1,5, Yukiko Kabeya1, 
Yoshikatsu Sato1,4, Mie 
Shimojima3, Hiroyuki Ohta3, 
Mitsuyasu Hasebe1,2, Masaki 
Ishikawa1,2（1National Institute 
for Basic Biology, 2School of Life 
Science, SOKENDAI (�e 
Graduate University for 
Advanced Studies), 3School of 
Life Science and Technology, 
Tokyo Institute of Technology, 
4Present address: Institute of 
Transformative Bio-Molecules, 
Nagoya University, 5Present 
address: Kanagawa Institute of 
Technology）

17:15

17:30 1pAI15
エチオプラストの発達に
おける色素体酸性脂質の
役割の解明
吉原 晶子1，和田 元2，永田 典
子3，小林 康一4（1大阪府大・
院理学，2東大・院総合文化， 
3日本女子大・理学，4大阪公
大・院理学）

1pAJ15
ゼニゴケRboh由来ROS
の標的候補因子としての
細胞壁構造タンパク質エ
クステンシン
橋本 研志1,2，東島 万里子1,2，
神谷 佳世1，山下 優音1,2，阿部 
尚明1,2，白戸 幸1，朽津 和幸1,2

（1東京理科大・理工・応用生
物科学，2東京理科大・理工・
農理工学際連携）

17:30

17:45 17:45
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シンポジウム
植物は何を感じて何を 
変化させ，どう応答して

いるのか

シンポジウム
不均一空間環境に対する

植物のシグナル伝達 
メカニズム

シンポジウム
植物細胞が新たに出会う

と何が起こるのか？

環境応答
座長：	永野 惇　 

梅澤 泰史 
坂田 洋一

発生・形態形成
座長：	古谷 朋之 

古水 千尋 
阿部 光知

大会実行委員会企画 
シンポジウム

植物多様性への誘い 
―実際の植物を見て 

進化を考える

成長生理
座長：	西浜 竜一 

深城 英弘 
宮島 俊介

分類・系統・進化
座長：	西山 智明 

坂山 英俊 
藤原 崇之

細胞小器官
座長：	植村 知博　 

田村 謙太郎 
豊岡 公徳　

光合成
座長：	伊福 健太郎 

河野 優　　 
田中 亮一　

9:00 9:00-9:05
はじめに
吉田 聡子（奈良先端大・バイ
オ）

9:05-9:30

2aSB01
植物の窒素吸収を制御す
る長距離シグナル伝達
大久保 祐里（名古屋大・院・
理）

9:00-9:05
はじめに

9:05-9:30

2aSC01
重複受精の制御機構：オ
スとメスの出会いから融
合までの分子メカニズム
井川 智子1,2（1千葉大・院園
芸学，2千葉大・植物分子科学
研究センター）

2aAD01
環境ストレスに対する遺
伝子発現応答における季
節的前歴環境の効果
工藤 洋1，村中 智明1,2，伊藤  
佑1,3，西尾 治幾1,4，本庄 三恵1

（1京都大学・生態学研究セン
ター，2鹿児島大学・農学部， 
3オーストリア科学技術研究
所，4滋賀大学・データサイエ
ンス教育研究センター）

2aAE01
ゼニゴケ配偶子器の発生
におけるMpBZR3の役割
古谷 朋之1,2，三枝 菜摘3，山岡 
尚平3，島津 舜治2,4，山本 千愛
1，石崎 公庸2，西浜 竜一5，河
内 孝之3，福田 裕穂4,6，笠原 賢
洋1，荒木 崇3，近藤 侑貴2（1立
命館大・生命，2神戸大・院・理，
3京大・院・生命，4東大・院・理，
5東京理科大・理工，6京都先端
大・バイオ）

9:00-9:05

2aSF01
趣旨説明と陸上植物の系
統
田村 実（京都大・院・理・植物）

9:05-9:15

2aSF02
現生小葉類から垣間見る
古生代の世界
山田 敏弘（大阪公立大・植物
園）

2aAG01
ゼニゴケB4型Raf様キ
ナーゼMpPRAFの光合成
刺激依存的リン酸化と局
在の制御機構
西浜 竜一1，新宅 明日架2，半
田 和華1，小出 絵里2，岩野 惠2，
河内 孝之2（1東京理科大・理
工・応用生物，2京大・院・生
命科学）

2aAH01
多細胞性接合藻類アオミ
ドロのゲノム解読
西山 智明1，池谷 仁里2，高野 
智之2,3，坂山 英俊2，関本 弘
之4（1金沢大，2神戸大，3東京
大，4日本女子大）

2aAI01
気孔発生過程をモデルと
した細胞分裂における葉
緑体分配機構の解析
宿女 ひな1，青山 剛士2，吉岡 
泰1，佐藤 良勝1,2，東山 哲也3 

（1名大・生命理学，2名大・
ITbM，3東大・生物科学）

2aAJ01
常緑広葉樹ツルマサキの
光化学系の年間変動
下原 かのこ1,2，岸本 純子1，高
林 厚史1，田中 亮一1（1北大・
低温研，2北大・院環境）

9:00

9:15 9:15-9:20
はじめに
大谷 美沙都（東京大・院・新
領域）

9:20-9:45

2aSA01
力学的刺激センサーであ
るトライコームは植物免
疫を誘導する
野元 美佳1,2，多田 安臣1,2（1名
古屋大・遺伝子，2名古屋大・
院生命理学）

2aAD02
ペプチドをコードする温
度応答性遺伝子の機能解
析
清水 華子，工藤 洋（京大・生
態研）

2aAE02
ゼニゴケの生活環におい
て多面的に機能する転写
因子MpLRLの発現解析
樅木 亮介，齊藤 美咲，吉竹 良
洋，井上 佳祐，河内 孝之，荒
木 崇，山岡 尚平（京大・院・
生命科学）

9:15-9:25

2aSF03
裸子植物の多様性に触れ
る
西田 治文（中央大・理工）

2aAG02
ゼニゴケ無性芽の休眠を
促進するMpHYPNOSの
機能
芳村 那美1，𠮷川実樺子1，安
田 有沙2，加藤 大貴1,3，酒井 友
希1，三村 徹郎1,4,5，近藤 侑貴1，
深城 英弘1，石崎 公庸1（1神戸
大・院・理，2神戸大・理，3愛
媛大・院・理工，4東大・院・農
学生命，5國立成功大・ 生科・
科技）

2aAH02
新規培養株と接合誘導を
用いたホシミドロ類及び
ヒザオリ類の系統分類学
的研究
高野 智之1，野崎 久義1,2，土松 
隆志1，坂山 英俊3（1東京大・
院・理，2国環研・生物多様
性，3神戸大・院・理）

2aAI02
植物オルガネラのRNA編
集酵素について
竹中 瑞樹，前田 彩子，竹中 佐
知，Tenghua Wang，Brody Frink
（京都大・院理学）

2aAJ02
常緑針葉樹4種における
冬季の光合成色素・光化
学系タンパク質の変動
成田 あゆ1,2，小野 清美1，高林 
厚史1，菅井 徹人3，北尾 光俊3，
田中 亮一1（1北大・低温研，2北
大・院・環境，3森林総研・北
海道支所）

9:15

9:30 9:30-9:55

2aSB02
窒素栄養に応じた全身
的・根局所的な根粒形成
制御
壽崎 拓哉（筑波大・生命環境）

9:30-9:55

2aSC02
生殖過程で細胞核融合が
効率良く進むしくみ
西川 周一（新潟大・理）

2aAD03
落葉木本植物ポプラにお
ける葉位ごとの季節的な
シンク -ソース推移の解
明
栗田 悠子1,2，鹿島 誠3，馬場 啓
一4，小林 奈通子2，田野井 慶
太朗2，石崎 公庸5，三村 徹
郎2,5,6，永野 惇1,7（1龍谷大・
農，2東京大・院・農，3青山学
院大・理工，4京都大・生存
研，5神戸大・院・理，6國立成
功大・生科・科技，7慶應大・
IAB）

2aAE03
ゼニゴケの生活環におけ
るMpMS1の機能解析
三枝 菜摘，國本 完，肥後 あす
か，神原 泉，冨田 由妃，井上 
佳祐，山岡 尚平，荒木 崇（京
大・院・生命科学）

9:25-9:35

2aSF04
現生被子植物の最基部に
あるアンボレラという植
物
戸部 博（京都府立植物園）

9:35-9:40
休憩

2aAG03
A Dof-CLE circuit controls 
phloem organization
Pingping Qian, Tatsuo Kakimoto
（Osaka University, Graduate 
School of Science）

2aAH03
ヒメミカヅキモにおける
ゲノム量の多様性と染色
体数
土金 勇樹1，渡辺 実咲2，川口 
也和子4，関本 弘之2，上原 浩
一3，土松 隆志1（1東大・院・
理，2日本女子大・院・理，3千
葉大・国際教養，4千葉大・院・
理）

2aAI03
シロイヌナズナABCトラ
ンスポーターABCG23の
機能解析
増田 建1，宮地 孝明2，西村 浩
二3，清水 隆之1（1東大・院総
文，2岡山大・自然生命科学研
究支援センター，3島根大・生
物資源科学部）

2aAJ03
Revisiting the ELIP 
hypothesis for sustained 
thermal dissipation in 
overwintering yew leaves
Zihao Ye1,2, Mina Sawada1, 
Makiko Iwasa1, Ryo Moriyama1, 
Mitsutoshi Kitao4, Toshihiko 
Hara1, Ayumi Tanaka1, Junko 
Kishimoto1, Makio Yokono3, 
Atsushi Takabayashi1, Ryouichi 
Tanaka1（1Inst. Low Temp. Sci., 
Hokkaido Univ., 2Grad. Sch. Env. 
Sci., Hokkaido Univ., 3NIBB, 
4Dept. Plant Ecol., Forestry & 
Forest Products Res. Inst.）

9:30

9:45 9:45-10:10

2aSA02
種子を保護する種皮ムシ
レージの形成メカニズム
國枝 正（奈良先端大・バイオ）

2aAD04
Cryo-SEM-EDSによる耐
塩性C4植物ローズグラス
における葉組織内の元素
局在の可視化
大井 崇生1，Peta L. Clode2，谷
口 光隆1，Timothy D. Colmer2，
Lukasz Kotula2（1名古屋大・院
農，2西オーストラリア大）

2aAE04
ツノゴケ類ホウライツノ
ゴケにおける栄養繁殖の
遺伝的制御
鈴木 秀政，経塚 淳子（東北大・
院・生命科学）

9:40-9:50

2aSF05
「ゴミ箱分類群」と言わ
れたのには訳がある―旧
トウダイグサ科の進化の
妙
黒沢 高秀（福島大・共生シス
テム理工）

9:50-10:00

2aSF06
虫を食べるという進
化̶食虫植物の捕虫の不
思議
倉田 薫子（横国大・教育）

2aAG04
植物ウイルスベクターを
用いたキヌアの開花制御
遺伝子の機能解析
小賀田 拓也1，藤田 泰成1,2（1国
際農研・生物資源利用，2筑波
大・生命環境）

2aAH04
マヨレラ属アメーバとク
ロレラ属藻類の細胞内共
生系における共生藻除去
条件及び共生機構の解析
山岸 大祐1，石井 悠1,5，大沼 
亮3，丸山 真一朗1,4，宮城島 進
也2，河田 雅圭1（1東北大・院・
生命，2遺伝研・遺伝形質，3神
戸大・内海域セ，4お茶大・基
幹研・自然科学，5宮教大・生
物）

2aAI04
葉酸代謝拮抗剤を用いた
葉酸によるデンプン蓄積
抑制機構の解析
林 誠1，下澤 直欣2（1長浜バイ
オ大学・バイオサイエンス学
部，2長浜バイオ大学院　バイ
オサイエンス研究科）

2aAJ04
プラシノ藻Pyramimonas 
parkeaeの集光アンテナ
タンパク質（LHC）の探
索とその系統解析
亀尾 辰砂1,2，田中 亮一1，高林 
厚史1（1北大・低温研，2北大・
院環境）

9:45
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シンポジウム
植物は何を感じて何を 
変化させ，どう応答して

いるのか

シンポジウム
不均一空間環境に対する

植物のシグナル伝達 
メカニズム

シンポジウム
植物細胞が新たに出会う

と何が起こるのか？

環境応答
座長：	永野 惇　 

梅澤 泰史 
坂田 洋一

発生・形態形成
座長：	古谷 朋之 

古水 千尋 
阿部 光知

大会実行委員会企画 
シンポジウム

植物多様性への誘い 
―実際の植物を見て 

進化を考える

成長生理
座長：	西浜 竜一 

深城 英弘 
宮島 俊介

分類・系統・進化
座長：	西山 智明 

坂山 英俊 
藤原 崇之

細胞小器官
座長：	植村 知博　 

田村 謙太郎 
豊岡 公徳　

光合成
座長：	伊福 健太郎 

河野 優　　 
田中 亮一　

9:00 9:00-9:05
はじめに
吉田 聡子（奈良先端大・バイ
オ）

9:05-9:30

2aSB01
植物の窒素吸収を制御す
る長距離シグナル伝達
大久保 祐里（名古屋大・院・
理）

9:00-9:05
はじめに

9:05-9:30

2aSC01
重複受精の制御機構：オ
スとメスの出会いから融
合までの分子メカニズム
井川 智子1,2（1千葉大・院園
芸学，2千葉大・植物分子科学
研究センター）

2aAD01
環境ストレスに対する遺
伝子発現応答における季
節的前歴環境の効果
工藤 洋1，村中 智明1,2，伊藤  
佑1,3，西尾 治幾1,4，本庄 三恵1

（1京都大学・生態学研究セン
ター，2鹿児島大学・農学部， 
3オーストリア科学技術研究
所，4滋賀大学・データサイエ
ンス教育研究センター）

2aAE01
ゼニゴケ配偶子器の発生
におけるMpBZR3の役割
古谷 朋之1,2，三枝 菜摘3，山岡 
尚平3，島津 舜治2,4，山本 千愛
1，石崎 公庸2，西浜 竜一5，河
内 孝之3，福田 裕穂4,6，笠原 賢
洋1，荒木 崇3，近藤 侑貴2（1立
命館大・生命，2神戸大・院・理，
3京大・院・生命，4東大・院・理，
5東京理科大・理工，6京都先端
大・バイオ）

9:00-9:05

2aSF01
趣旨説明と陸上植物の系
統
田村 実（京都大・院・理・植物）

9:05-9:15

2aSF02
現生小葉類から垣間見る
古生代の世界
山田 敏弘（大阪公立大・植物
園）

2aAG01
ゼニゴケB4型Raf様キ
ナーゼMpPRAFの光合成
刺激依存的リン酸化と局
在の制御機構
西浜 竜一1，新宅 明日架2，半
田 和華1，小出 絵里2，岩野 惠2，
河内 孝之2（1東京理科大・理
工・応用生物，2京大・院・生
命科学）

2aAH01
多細胞性接合藻類アオミ
ドロのゲノム解読
西山 智明1，池谷 仁里2，高野 
智之2,3，坂山 英俊2，関本 弘
之4（1金沢大，2神戸大，3東京
大，4日本女子大）

2aAI01
気孔発生過程をモデルと
した細胞分裂における葉
緑体分配機構の解析
宿女 ひな1，青山 剛士2，吉岡 
泰1，佐藤 良勝1,2，東山 哲也3 

（1名大・生命理学，2名大・
ITbM，3東大・生物科学）

2aAJ01
常緑広葉樹ツルマサキの
光化学系の年間変動
下原 かのこ1,2，岸本 純子1，高
林 厚史1，田中 亮一1（1北大・
低温研，2北大・院環境）

9:00

9:15 9:15-9:20
はじめに
大谷 美沙都（東京大・院・新
領域）

9:20-9:45

2aSA01
力学的刺激センサーであ
るトライコームは植物免
疫を誘導する
野元 美佳1,2，多田 安臣1,2（1名
古屋大・遺伝子，2名古屋大・
院生命理学）

2aAD02
ペプチドをコードする温
度応答性遺伝子の機能解
析
清水 華子，工藤 洋（京大・生
態研）

2aAE02
ゼニゴケの生活環におい
て多面的に機能する転写
因子MpLRLの発現解析
樅木 亮介，齊藤 美咲，吉竹 良
洋，井上 佳祐，河内 孝之，荒
木 崇，山岡 尚平（京大・院・
生命科学）

9:15-9:25

2aSF03
裸子植物の多様性に触れ
る
西田 治文（中央大・理工）

2aAG02
ゼニゴケ無性芽の休眠を
促進するMpHYPNOSの
機能
芳村 那美1，𠮷川実樺子1，安
田 有沙2，加藤 大貴1,3，酒井 友
希1，三村 徹郎1,4,5，近藤 侑貴1，
深城 英弘1，石崎 公庸1（1神戸
大・院・理，2神戸大・理，3愛
媛大・院・理工，4東大・院・農
学生命，5國立成功大・ 生科・
科技）

2aAH02
新規培養株と接合誘導を
用いたホシミドロ類及び
ヒザオリ類の系統分類学
的研究
高野 智之1，野崎 久義1,2，土松 
隆志1，坂山 英俊3（1東京大・
院・理，2国環研・生物多様
性，3神戸大・院・理）

2aAI02
植物オルガネラのRNA編
集酵素について
竹中 瑞樹，前田 彩子，竹中 佐
知，Tenghua Wang，Brody Frink
（京都大・院理学）

2aAJ02
常緑針葉樹4種における
冬季の光合成色素・光化
学系タンパク質の変動
成田 あゆ1,2，小野 清美1，高林 
厚史1，菅井 徹人3，北尾 光俊3，
田中 亮一1（1北大・低温研，2北
大・院・環境，3森林総研・北
海道支所）

9:15

9:30 9:30-9:55

2aSB02
窒素栄養に応じた全身
的・根局所的な根粒形成
制御
壽崎 拓哉（筑波大・生命環境）

9:30-9:55

2aSC02
生殖過程で細胞核融合が
効率良く進むしくみ
西川 周一（新潟大・理）

2aAD03
落葉木本植物ポプラにお
ける葉位ごとの季節的な
シンク -ソース推移の解
明
栗田 悠子1,2，鹿島 誠3，馬場 啓
一4，小林 奈通子2，田野井 慶
太朗2，石崎 公庸5，三村 徹
郎2,5,6，永野 惇1,7（1龍谷大・
農，2東京大・院・農，3青山学
院大・理工，4京都大・生存
研，5神戸大・院・理，6國立成
功大・生科・科技，7慶應大・
IAB）

2aAE03
ゼニゴケの生活環におけ
るMpMS1の機能解析
三枝 菜摘，國本 完，肥後 あす
か，神原 泉，冨田 由妃，井上 
佳祐，山岡 尚平，荒木 崇（京
大・院・生命科学）

9:25-9:35

2aSF04
現生被子植物の最基部に
あるアンボレラという植
物
戸部 博（京都府立植物園）

9:35-9:40
休憩

2aAG03
A Dof-CLE circuit controls 
phloem organization
Pingping Qian, Tatsuo Kakimoto
（Osaka University, Graduate 
School of Science）

2aAH03
ヒメミカヅキモにおける
ゲノム量の多様性と染色
体数
土金 勇樹1，渡辺 実咲2，川口 
也和子4，関本 弘之2，上原 浩
一3，土松 隆志1（1東大・院・
理，2日本女子大・院・理，3千
葉大・国際教養，4千葉大・院・
理）

2aAI03
シロイヌナズナABCトラ
ンスポーターABCG23の
機能解析
増田 建1，宮地 孝明2，西村 浩
二3，清水 隆之1（1東大・院総
文，2岡山大・自然生命科学研
究支援センター，3島根大・生
物資源科学部）

2aAJ03
Revisiting the ELIP 
hypothesis for sustained 
thermal dissipation in 
overwintering yew leaves
Zihao Ye1,2, Mina Sawada1, 
Makiko Iwasa1, Ryo Moriyama1, 
Mitsutoshi Kitao4, Toshihiko 
Hara1, Ayumi Tanaka1, Junko 
Kishimoto1, Makio Yokono3, 
Atsushi Takabayashi1, Ryouichi 
Tanaka1（1Inst. Low Temp. Sci., 
Hokkaido Univ., 2Grad. Sch. Env. 
Sci., Hokkaido Univ., 3NIBB, 
4Dept. Plant Ecol., Forestry & 
Forest Products Res. Inst.）

9:30

9:45 9:45-10:10

2aSA02
種子を保護する種皮ムシ
レージの形成メカニズム
國枝 正（奈良先端大・バイオ）

2aAD04
Cryo-SEM-EDSによる耐
塩性C4植物ローズグラス
における葉組織内の元素
局在の可視化
大井 崇生1，Peta L. Clode2，谷
口 光隆1，Timothy D. Colmer2，
Lukasz Kotula2（1名古屋大・院
農，2西オーストラリア大）

2aAE04
ツノゴケ類ホウライツノ
ゴケにおける栄養繁殖の
遺伝的制御
鈴木 秀政，経塚 淳子（東北大・
院・生命科学）

9:40-9:50

2aSF05
「ゴミ箱分類群」と言わ
れたのには訳がある―旧
トウダイグサ科の進化の
妙
黒沢 高秀（福島大・共生シス
テム理工）

9:50-10:00

2aSF06
虫を食べるという進
化̶食虫植物の捕虫の不
思議
倉田 薫子（横国大・教育）

2aAG04
植物ウイルスベクターを
用いたキヌアの開花制御
遺伝子の機能解析
小賀田 拓也1，藤田 泰成1,2（1国
際農研・生物資源利用，2筑波
大・生命環境）

2aAH04
マヨレラ属アメーバとク
ロレラ属藻類の細胞内共
生系における共生藻除去
条件及び共生機構の解析
山岸 大祐1，石井 悠1,5，大沼 
亮3，丸山 真一朗1,4，宮城島 進
也2，河田 雅圭1（1東北大・院・
生命，2遺伝研・遺伝形質，3神
戸大・内海域セ，4お茶大・基
幹研・自然科学，5宮教大・生
物）

2aAI04
葉酸代謝拮抗剤を用いた
葉酸によるデンプン蓄積
抑制機構の解析
林 誠1，下澤 直欣2（1長浜バイ
オ大学・バイオサイエンス学
部，2長浜バイオ大学院　バイ
オサイエンス研究科）

2aAJ04
プラシノ藻Pyramimonas 
parkeaeの集光アンテナ
タンパク質（LHC）の探
索とその系統解析
亀尾 辰砂1,2，田中 亮一1，高林 
厚史1（1北大・低温研，2北大・
院環境）

9:45
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シンポジウム
植物は何を感じて何を 
変化させ，どう応答して

いるのか

シンポジウム
不均一空間環境に対する

植物のシグナル伝達 
メカニズム

シンポジウム
植物細胞が新たに出会う

と何が起こるのか？

環境応答
座長：	永野 惇　 

梅澤 泰史 
坂田 洋一

発生・形態形成
座長：	古谷 朋之 

古水 千尋 
阿部 光知

大会実行委員会企画 
シンポジウム

植物多様性への誘い 
―実際の植物を見て 

進化を考える

成長生理
座長：	西浜 竜一 

深城 英弘 
宮島 俊介

分類・系統・進化
座長：	西山 智明 

坂山 英俊 
藤原 崇之

細胞小器官
座長：	植村 知博　 

田村 謙太郎 
豊岡 公徳　

光合成
座長：	伊福 健太郎 

河野 優　　 
田中 亮一　

10:00 9:55-10:20

2aSB03
栄養濃度勾配に応答し屈
曲する植物根の栄養屈性
山崎 清志（東大・院農生命）

9:55-10:20

2aSC03
寄生植物と宿主植物の出
会いは対話への道を開く
のか
青木 考（大阪公立大・農）

2aAD05
紅藻スサビノリの高温ス
トレス応答におけるシグ
ナル伝達経路の多様性
三上 浩司1，Ho Viet 
Khoa2（1宮城大・食産業，2北大・
院水産）

2aAE05
シロイヌナズナFT遺伝
子のATGから約5kb上流
にあるcis-elementでの1
塩基挿入が花成に及ぼす
影響について
大野 奈津美1，山本 真結香1，
𠮷田晟人1，根岸 克弥2，遠藤 
真咲2，小林 括平1，土岐 精一2,3，
阿部 光知4，賀屋 秀隆1（1愛媛
大　農，2農研機構　生物研， 
3龍谷大　農　植物生命，4東
大　院　総合文化）

10:00-10:10

2aSF07
リビングコレクションで
解明！ランの多様性
遊川 知久（国立科博・植物園）

2aAG05
オートファジーは接木時
に誘導されて組織修復を
促進する
黒谷 賢一1，田畑 亮2，川勝 弥
一1，杉田 亮平3，岡安 浩二2，
田野井 慶太郎4，吉本 光希5，
野田口 理孝1,2,6（1名古屋大学
生物機能開発利用研究セン
ター，2名古屋大学大学院生命
農学研究科，3名古屋大学アイ
ソトープ総合センター，4東京
大学大学院農学生命科学研究
科，5明治大学農学部，6名古屋
大学トランスフォーマティブ
生命分子研究所）

2aAH05
潮間帯から単離された新
規微細藻類の系統・分類
学的研究
森本 芽依1,2，豊島 拓樹2，嶋村 
正樹3，竹下 俊治1，川﨑 信治2

（1広大・人間社会科学，2東農
大・微生物，3広大・理学）

2aAI05
核膜孔複合体構成成分
NUP50の機能解析
大石 歩，田村 謙太郎（静県大・
食品栄養科学）

2aAJ05
海洋性珪藻Thalassiosira 
pseudonanaにおけるピ
レノイド構成因子Pyshell
の機能解明
大田 惟善，辻 敬典，大久保 亮
佑，森島 菜摘，Hermanus 
Nawary，嶋川 銀河，松井 啓
晃，松田 祐介（関学大・院理
工学）

10:00

10:15 10:10-10:35

2aSA03
植物の細胞質と細胞壁に
おけるホウ素栄養の感知　
三輪 京子（北海道大・地球環
境）

10:20-10:45

2aSB04
寄生植物の宿主屈性
白須 賢（理研・横浜）

10:20-10:25
休憩

2aAD06
温度形態形成に伴う組織
の伸長には Cajal body が
関与する
太田 翔平1，櫻井 貴之2，嶋田 
知生2，田村 謙太郎2（1静県大・
院薬食生命・環境，2京大・院・
理）

2aAE06
茎頂におけるフロリゲン
輸送は環境に応じて制御
される
村田 裕介，阿部 光知（東大・
院総合文化）

10:10-12:00
隣接する京都府立植物園
へ移動し，講演に登場し
た植物などを紹介
布施 静香1，田村 実1，山田 敏
弘2，西田 治文3，戸部 博4，黒
沢 高秀5，倉田 薫子6，遊川 知
久7（1京都大・院・理・植物，2大
阪公立大・植物園，3中央大・
理工，4京都府立植物園，5福島
大・共生システム理工，6横国
大・教育，7国立科博・植物園）

2aAG06
シロイヌナズナを用いた
エチレン作用を示す新規
化合物の研究
杉野 沙矢香（長浜バイオ大・
バイオサイエンス研究科）

2aAH06
ジオデシック構造の細胞
による胞子形成型と筒型
細胞の二分裂型の生活史
を持つ気生藻
Pseudostichococcus sp.
半田 信司1，大村 嘉人2，溝渕 
綾1，中原－坪田 美保3，坪田 
博美4（1広島県環境保健協会，
2国立科博・植物，3千葉中央
博・共同研究員，4広島大・院・
統合生命）

2aAI06
防御応答を制御する核輸
送因子インポーチンα
森 愛理1，Valerie Gaudin2，松浦 
恭和3，池田 陽子3，田村 謙太
郎1（1静県大・院薬食生命・
環境，2IJPB, INRA，3岡山大・
植物研）

2aAJ06
シロイヌナズナnadk2復
帰変異体の原因遺伝子の
同定と解析
明石 一樹1，宮城 敦子1,2，石川 
寿樹1，山口 雅利1，川合 真紀1

（1埼玉大・院理工，2山形大・
農）

10:15

10:30 10:35-10:45
休憩

10:25-10:50

2aSC04
宿主植物との出会いによ
る寄生植物細胞の運命転
換
吉田 聡子（奈良先端大・バイ
オ）

2aAD07
SNS1は植物の長期乾燥
ストレスに対する生存戦
略に関与する
片桐 壮太郎，神山 佳明，梅澤 
泰史（農工大・院・BASE）

2aAE07
アサガオにおいてD機能
を担うMADS-box遺伝子
PEONYは心皮の融合に
機能する
越水 静1，星野 敦2,3（1明治大・
農，2基生研，3総研大）

2aAG07
植物の葉・茎・根の成長
を促進する新規化合物
PPGの機能解析
大畠 和真1，竹野 駿2,3，田中 翔
太2,3，加賀 慶也1,7，山上 あゆ
み1，嶋田 勢津子2，松井 南2，
筧 雄介4，嶋田 幸久4，瀬上 紹
嗣5，佐々木 亮介2，平井 優美2，
近藤 恭光2，堂前 直2，久代 哲
夫3，前島 正義5，浅見 忠男6，
長田 裕之2，篠崎 一雄2，高木 
優7，中野 雄司1（1京大・院生
命，2理研・CSRS，3明治大院・
農芸化学，4横浜市大，5名大
院・生命農，6東大院・農生
科，7埼玉大院・理工）

2aAH07
西之島で発見された
Chloroidium属の未記載
種の分類・系統学的研究
南波 紀昭1，半田 信司2，上條 
隆志1，石田 健一郎1（1筑波大・
生命環境系，2広島県環境保健
協会）

2aAI07
ゼニゴケの油体形成にお
ける初期分泌輸送経路の
役割
金澤 建彦1,2，上田 貴志1,2（1基
生研・細胞動態，2総研大・生
命科学）

2aAJ07
Stomatal properties and 
contribution for grain 
yields of Arabidopsis 
cauline and rice flag 
leaves
Ming Ding（Grad. Sch. Sci., 
Univ. Nagoya）

10:30

10:45 10:45-11:10

2aSA04
陸上植物におけるガス交
換系の発生と環境への適
応
水谷 未耶1，内橋 貴之2,3，
Christian Ganser2，林 優紀2，大
川 諒也2，大西 (小川 ) 真理2，
松林 嘉克2，西浜 竜一4，木下 
俊則1,2，石崎 公庸5，河内 孝之6，
東山 哲也7，金岡 雅浩2（1名古
屋大学・ITbM，2名古屋大学・
院・理，3NINS・ExCELLS，4東
京理科・理工，5神戸大・院・理，
6京大・院・生命，7東大・院・理）

10:45-11:10

2aSB05
植物の環境応答における
NAD(P)(H)バランス制御
川合 真紀1，白 朝木日楽格1，
宮城 敦子2（1埼玉大・院・理
工，2山形大・農）

2aAD08
陸上植物におけるB-RAF
を介した浸透圧ストレス
依存的なSnRK2活性化機
構の解析
小原 直也（東京農大・院・バ
イオ）

2aAE08
CRABS CLAWはオーキ
シン輸送を制御する
MACCHI-BOU 4の転写促
進により蜜腺を発達させ
る
飯村 秀明，山口 暢俊，伊藤 寿
朗（奈良先端大・先端科学技
術）

2aAG08
蛍光寿命イメージングが
明らかにするシロイヌナ
ズナ根冠機能とその発動
宮島 俊介1,2，中島 敬二1（1奈
良先端大　バイオ，2JST さき
がけ）

2aAH08
淡水性珪藻Mayamaea 
pseudoterrestrisにおける
銅暴露時の急性細胞応答
鈴木 重勝1，大田 修平1，山岸 
隆博2，辻 彰洋3，山口 晴代1，
河地 正伸1（1国立環境研究所・
生物多様性領域，2国立環境研
究所・環境リスク健康領
域，3国立科学博物館・植物研
究部）

2aAI08
Mechanism of membrane 
protein recycling from 
vacuole membrane
Yihong Feng1, Kazuo Ebine1,2, 
Masaru Fujimoto3, Takashi 
Ueda1,2（1National institute for 
Basic Biology, 2School of Life 
Science, SOKENDAI, 3Graduate 
School of Agricultural and Life 
Sciences, �e University of 
Tokyo）

2aAJ08
野外変動光下での光合成
における遠赤色光の役割
河野 優，寺島 一郎（東大・院・
理）

10:45
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シンポジウム
植物は何を感じて何を 
変化させ，どう応答して

いるのか

シンポジウム
不均一空間環境に対する

植物のシグナル伝達 
メカニズム

シンポジウム
植物細胞が新たに出会う

と何が起こるのか？

環境応答
座長：	永野 惇　 

梅澤 泰史 
坂田 洋一

発生・形態形成
座長：	古谷 朋之 

古水 千尋 
阿部 光知

大会実行委員会企画 
シンポジウム

植物多様性への誘い 
―実際の植物を見て 

進化を考える

成長生理
座長：	西浜 竜一 

深城 英弘 
宮島 俊介

分類・系統・進化
座長：	西山 智明 

坂山 英俊 
藤原 崇之

細胞小器官
座長：	植村 知博　 

田村 謙太郎 
豊岡 公徳　

光合成
座長：	伊福 健太郎 

河野 優　　 
田中 亮一　

10:00 9:55-10:20

2aSB03
栄養濃度勾配に応答し屈
曲する植物根の栄養屈性
山崎 清志（東大・院農生命）

9:55-10:20

2aSC03
寄生植物と宿主植物の出
会いは対話への道を開く
のか
青木 考（大阪公立大・農）

2aAD05
紅藻スサビノリの高温ス
トレス応答におけるシグ
ナル伝達経路の多様性
三上 浩司1，Ho Viet 
Khoa2（1宮城大・食産業，2北大・
院水産）

2aAE05
シロイヌナズナFT遺伝
子のATGから約5kb上流
にあるcis-elementでの1
塩基挿入が花成に及ぼす
影響について
大野 奈津美1，山本 真結香1，
𠮷田晟人1，根岸 克弥2，遠藤 
真咲2，小林 括平1，土岐 精一2,3，
阿部 光知4，賀屋 秀隆1（1愛媛
大　農，2農研機構　生物研， 
3龍谷大　農　植物生命，4東
大　院　総合文化）

10:00-10:10

2aSF07
リビングコレクションで
解明！ランの多様性
遊川 知久（国立科博・植物園）

2aAG05
オートファジーは接木時
に誘導されて組織修復を
促進する
黒谷 賢一1，田畑 亮2，川勝 弥
一1，杉田 亮平3，岡安 浩二2，
田野井 慶太郎4，吉本 光希5，
野田口 理孝1,2,6（1名古屋大学
生物機能開発利用研究セン
ター，2名古屋大学大学院生命
農学研究科，3名古屋大学アイ
ソトープ総合センター，4東京
大学大学院農学生命科学研究
科，5明治大学農学部，6名古屋
大学トランスフォーマティブ
生命分子研究所）

2aAH05
潮間帯から単離された新
規微細藻類の系統・分類
学的研究
森本 芽依1,2，豊島 拓樹2，嶋村 
正樹3，竹下 俊治1，川﨑 信治2

（1広大・人間社会科学，2東農
大・微生物，3広大・理学）

2aAI05
核膜孔複合体構成成分
NUP50の機能解析
大石 歩，田村 謙太郎（静県大・
食品栄養科学）

2aAJ05
海洋性珪藻Thalassiosira 
pseudonanaにおけるピ
レノイド構成因子Pyshell
の機能解明
大田 惟善，辻 敬典，大久保 亮
佑，森島 菜摘，Hermanus 
Nawary，嶋川 銀河，松井 啓
晃，松田 祐介（関学大・院理
工学）

10:00

10:15 10:10-10:35

2aSA03
植物の細胞質と細胞壁に
おけるホウ素栄養の感知　
三輪 京子（北海道大・地球環
境）

10:20-10:45

2aSB04
寄生植物の宿主屈性
白須 賢（理研・横浜）

10:20-10:25
休憩

2aAD06
温度形態形成に伴う組織
の伸長には Cajal body が
関与する
太田 翔平1，櫻井 貴之2，嶋田 
知生2，田村 謙太郎2（1静県大・
院薬食生命・環境，2京大・院・
理）

2aAE06
茎頂におけるフロリゲン
輸送は環境に応じて制御
される
村田 裕介，阿部 光知（東大・
院総合文化）

10:10-12:00
隣接する京都府立植物園
へ移動し，講演に登場し
た植物などを紹介
布施 静香1，田村 実1，山田 敏
弘2，西田 治文3，戸部 博4，黒
沢 高秀5，倉田 薫子6，遊川 知
久7（1京都大・院・理・植物，2大
阪公立大・植物園，3中央大・
理工，4京都府立植物園，5福島
大・共生システム理工，6横国
大・教育，7国立科博・植物園）

2aAG06
シロイヌナズナを用いた
エチレン作用を示す新規
化合物の研究
杉野 沙矢香（長浜バイオ大・
バイオサイエンス研究科）

2aAH06
ジオデシック構造の細胞
による胞子形成型と筒型
細胞の二分裂型の生活史
を持つ気生藻
Pseudostichococcus sp.
半田 信司1，大村 嘉人2，溝渕 
綾1，中原－坪田 美保3，坪田 
博美4（1広島県環境保健協会，
2国立科博・植物，3千葉中央
博・共同研究員，4広島大・院・
統合生命）

2aAI06
防御応答を制御する核輸
送因子インポーチンα
森 愛理1，Valerie Gaudin2，松浦 
恭和3，池田 陽子3，田村 謙太
郎1（1静県大・院薬食生命・
環境，2IJPB, INRA，3岡山大・
植物研）

2aAJ06
シロイヌナズナnadk2復
帰変異体の原因遺伝子の
同定と解析
明石 一樹1，宮城 敦子1,2，石川 
寿樹1，山口 雅利1，川合 真紀1

（1埼玉大・院理工，2山形大・
農）

10:15

10:30 10:35-10:45
休憩

10:25-10:50

2aSC04
宿主植物との出会いによ
る寄生植物細胞の運命転
換
吉田 聡子（奈良先端大・バイ
オ）

2aAD07
SNS1は植物の長期乾燥
ストレスに対する生存戦
略に関与する
片桐 壮太郎，神山 佳明，梅澤 
泰史（農工大・院・BASE）

2aAE07
アサガオにおいてD機能
を担うMADS-box遺伝子
PEONYは心皮の融合に
機能する
越水 静1，星野 敦2,3（1明治大・
農，2基生研，3総研大）

2aAG07
植物の葉・茎・根の成長
を促進する新規化合物
PPGの機能解析
大畠 和真1，竹野 駿2,3，田中 翔
太2,3，加賀 慶也1,7，山上 あゆ
み1，嶋田 勢津子2，松井 南2，
筧 雄介4，嶋田 幸久4，瀬上 紹
嗣5，佐々木 亮介2，平井 優美2，
近藤 恭光2，堂前 直2，久代 哲
夫3，前島 正義5，浅見 忠男6，
長田 裕之2，篠崎 一雄2，高木 
優7，中野 雄司1（1京大・院生
命，2理研・CSRS，3明治大院・
農芸化学，4横浜市大，5名大
院・生命農，6東大院・農生
科，7埼玉大院・理工）

2aAH07
西之島で発見された
Chloroidium属の未記載
種の分類・系統学的研究
南波 紀昭1，半田 信司2，上條 
隆志1，石田 健一郎1（1筑波大・
生命環境系，2広島県環境保健
協会）

2aAI07
ゼニゴケの油体形成にお
ける初期分泌輸送経路の
役割
金澤 建彦1,2，上田 貴志1,2（1基
生研・細胞動態，2総研大・生
命科学）

2aAJ07
Stomatal properties and 
contribution for grain 
yields of Arabidopsis 
cauline and rice flag 
leaves
Ming Ding（Grad. Sch. Sci., 
Univ. Nagoya）

10:30

10:45 10:45-11:10

2aSA04
陸上植物におけるガス交
換系の発生と環境への適
応
水谷 未耶1，内橋 貴之2,3，
Christian Ganser2，林 優紀2，大
川 諒也2，大西 (小川 ) 真理2，
松林 嘉克2，西浜 竜一4，木下 
俊則1,2，石崎 公庸5，河内 孝之6，
東山 哲也7，金岡 雅浩2（1名古
屋大学・ITbM，2名古屋大学・
院・理，3NINS・ExCELLS，4東
京理科・理工，5神戸大・院・理，
6京大・院・生命，7東大・院・理）

10:45-11:10

2aSB05
植物の環境応答における
NAD(P)(H)バランス制御
川合 真紀1，白 朝木日楽格1，
宮城 敦子2（1埼玉大・院・理
工，2山形大・農）

2aAD08
陸上植物におけるB-RAF
を介した浸透圧ストレス
依存的なSnRK2活性化機
構の解析
小原 直也（東京農大・院・バ
イオ）

2aAE08
CRABS CLAWはオーキ
シン輸送を制御する
MACCHI-BOU 4の転写促
進により蜜腺を発達させ
る
飯村 秀明，山口 暢俊，伊藤 寿
朗（奈良先端大・先端科学技
術）

2aAG08
蛍光寿命イメージングが
明らかにするシロイヌナ
ズナ根冠機能とその発動
宮島 俊介1,2，中島 敬二1（1奈
良先端大　バイオ，2JST さき
がけ）

2aAH08
淡水性珪藻Mayamaea 
pseudoterrestrisにおける
銅暴露時の急性細胞応答
鈴木 重勝1，大田 修平1，山岸 
隆博2，辻 彰洋3，山口 晴代1，
河地 正伸1（1国立環境研究所・
生物多様性領域，2国立環境研
究所・環境リスク健康領
域，3国立科学博物館・植物研
究部）

2aAI08
Mechanism of membrane 
protein recycling from 
vacuole membrane
Yihong Feng1, Kazuo Ebine1,2, 
Masaru Fujimoto3, Takashi 
Ueda1,2（1National institute for 
Basic Biology, 2School of Life 
Science, SOKENDAI, 3Graduate 
School of Agricultural and Life 
Sciences, �e University of 
Tokyo）

2aAJ08
野外変動光下での光合成
における遠赤色光の役割
河野 優，寺島 一郎（東大・院・
理）

10:45
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シンポジウム
植物は何を感じて何を 
変化させ，どう応答して

いるのか

シンポジウム
不均一空間環境に対する

植物のシグナル伝達 
メカニズム

シンポジウム
植物細胞が新たに出会う

と何が起こるのか？

環境応答
座長：	永野 惇　 

梅澤 泰史 
坂田 洋一

発生・形態形成
座長：	古谷 朋之 

古水 千尋 
阿部 光知

大会実行委員会企画 
シンポジウム

植物多様性への誘い 
―実際の植物を見て 

進化を考える

成長生理
座長：	西浜 竜一 

深城 英弘 
宮島 俊介

分類・系統・進化
座長：	西山 智明 

坂山 英俊 
藤原 崇之

細胞小器官
座長：	植村 知博　 

田村 謙太郎 
豊岡 公徳　

光合成
座長：	伊福 健太郎 

河野 優　　 
田中 亮一　

11:00 10:50-11:15

2aSC05
2つの植物が出会う接ぎ
木境界面の現象
野田口 理孝（名古屋大・生物
センター）

2aAD09
細胞内局在性および分子
間相互作用解析を通じた
ヒメツリガネゴケB-RAF
によるSnRK2活性化機構
の解析
池田 悠子1，四井 いずみ1，太
治 輝昭1，竹澤 大輔2，坂田 洋
一1（1東京農大・院・バイオ，2埼
玉大・理工学研究科）

2aAE09
クラス2型KNOX転写因
子はトマトの果実成熟過
程を時空間的に調節する
Alexandra Keren-Keiserman1，
Amit Shtern1，Matan Levy2，
Daniel Chalupowicz1，古水 千
尋3,4，John Paul Alvarez3，Ziva 
Amsalem5，Tzahi Arazi1，Sharon 
Alkalai-Tuvia1，Idan Efroni2，
Naomi Ori2，Elazar Fallik1，
Alexander Goldshmidt1（1ヴォ
ルカニ研究所，2ヘブライ大
学，3モナシュ大学，4秋大・院
医，5ヴァイツマン科学研究
所）

2aAG09
シクラメン属のユニーク
な成長運動：花柄コイリ
ングの機構解明に向けて
深城 英弘（神戸大・院・理）

2aAH09
水生食虫植物タヌキモ類
の捕虫嚢内で生存してい
る微小生物
木村 夢1，横山 潤2（1山形大・
院理工学，2山形大・理）

2aAI09
植物の細胞内膜輸送を制
御するRABH1 GTPase
の局在と機能解析
大堀 智博1，伊藤 容子2，伊藤 
瑛海2，中野 明彦3，上田 貴志4,5，
植村 知博1（1お茶の水女子大・
院・ライフサイエンス，2お茶
の水女子大・ヒューマンライ
フ，3理研・光量子光学，4基生
研・細胞動態，5総研大・基礎
生物）

2aAJ09
液体窒素温度における葉
の蛍光誘導：光化学系 II
から Iへの励起状態スピ
ルオーバーの解析
寺島 一郎1，小口 理一2，河野 
優1（1東京大・理・生物・植物
生態，2大阪公立大・院理学）

11:00

11:15 11:10-11:35

2aSA05
シロイヌナズナの重力シ
グナル伝達　～LAZY-
RLD相互作用が重力シグ
ナルを伝達する分子メカ
ニズム～
西村 岳志1，川本 望1，古谷 将
彦2，平野 良憲3，森田（寺尾） 
美代1（1基生研，2福建農林大
学，3東大・薬）

11:10-11:35

2aSB06
光環境レジリエンスを支
えるフォトトロピンシグ
ナル伝達ネットワーク
武宮 淳史（山口大・院創成科
学）

11:15-11:40

2aSC06
器官の再接着を可能にす
るカルス細胞の出会い
池内 桃子（奈良先端大・バイ
オ）

2aAD10
Forward genetic analysis 
of histidine kinases 
responsible for ABA 
signaling in 
Physcomitrium patens
Rahul Sk1, Marcos Takeshi 
Miyabe1, Daisuke Takezawa2, 
Izumi Yotsui1, Teruaki Taji1, 
Yoichi Sakata1（1Dept. Bio-sci. 
Tokyo Univ. Agri.,, 2Saitama 
Univ., Grad. Sch. Sci. and Eng.）

2aAE10
虫こぶと果実の形成メカ
ニズムの類似性
大北 美結，佐藤 雅彦，平野 朋
子（京都府立大・院生命環境）

2aAG10
アメリカネナシカズラの
寄生に必要な光条件が発
生過程により異なること
を時空間イメージング法
で解明した
横山 俊哉1，浅岡 真理子2，西
谷 和彦2（1神奈川大・院理，2神
奈川大・理）

2aAH10
単細胞藻類シゾンを用い
た真核生物生体エネル
ギー論の確立に向けて
近藤 唯貴，茂木 祐子，吉田 大
和（東大・院理学生物科学専
攻）

2aAI10
NHX5/6はMVEに主に局
在する
井上 柚紀1，清水 優太朗2，伊
藤 瑛海3，中野 明彦2，植村 知
博1（1お茶大・院・ライフサ
イエンス，2理研・光量子工学，
3お茶大・ヒューマンライフ）

2aAJ10
低温ストレス耐性におけ
る光化学系 IのP700酸化
の役割
竹内 航1，Yufen Che1，熊沢 穣2，
大畠 和真1，中野 雄司1，三宅 
親弘3，伊福 健太郎2（1京大院・
生命，2京大院・農，3神大院・
農）

11:15

11:30 11:35-12:00

2aSA06
細胞壁特性が制御する植
物の重力応答
大谷 美沙都1,2,3，神田 哲大2，
津川 暁2，徳元 拓哉2，中村 守
貴4，森田 美代4，出村 拓2,3（1東
京大・院・新領域，2奈良先端
大・バイオ，3理研・CSRS，4基
生研）

11:35-11:50
総合討論
壽崎 拓哉（筑波大・生命環境）

2aAD11
シロイヌナズナの長期高
温ストレス耐性における
ミトコンドリアRNA編集
の機能解析
澤井 里歩，三沢 昴輝，旭 文
暉，四井 いずみ，太治 輝昭，
坂田 洋一（東京農大・院・バ
イオ）

2aAE11
植物細胞初期化因子CAP
ペプチドは昆虫由来プロ
セシング酵素CPによっ
て生成される
松澤 萌1，平野 朋子1，大島 一
正1，木村 成介2，泊 直宏3，佐
藤 雅彦1（1京都府大・院生命
環境学，2京都産大・院生命科
学，3京都市産業技術研究所）

2aAG11
液体培養系における腋芽
形成の促進を介したホッ
プ増殖法の検討
平川 健（キリンホールディ
ングス (株 )・キリン中央研）

2aAH11
光合成真核藻類のモデル
としての単細胞紅藻イデ
ユコゴメ類の研究解析技
術の開発
藤原 崇之，廣岡 俊亮，山下 翔
大，辻野 代，宮城島 進也（遺
伝研・遺伝形質）

2aAI11
シロイヌナズナ
VAMP714の機能解析
江口 倫子1，遠藤 彩瑛1，伊藤 
瑛海2，中野 明彦3，植村 知
博1（1お茶の水女子大・院・
ライフサイエンス，2お茶の水
女子大学・ヒューマンライ
フ，3理研・光量子工学）

2aAJ11
光化学系Ⅱ光損傷速度の
マンガン依存要素と過剰
エネルギー要素の定量化
の試み
彦坂 幸毅，李 芷瑜，横田 鈴
香，上妻 馨梨，日出間 純（東
北大・院・生命科学）

11:30

11:45 11:40-11:50
総合討論

2aAD12
シロイヌナズナ の重金属
ストレス耐性におけるミ
トコンドリアRNA編集の
役割
旭 文暉，三沢 昂輝，澤井 里
歩，四井 いずみ，太治 輝昭，
坂田 洋一（東京農大・院バイ
オ）

2aAH12
植物進化のミッシングリ
ンク ―単細胞紅藻の有性
生殖過程の発見―
廣岡 俊亮1，一ノ瀬 孝子2，大
沼 亮1，藤原 崇之1，山下 翔大1，
Jong Lin1，冨田 麗子1，岩根 敦
子2，宮城島 進也2（1遺伝研・
遺伝形質，2理化学研究所）

2aAI12
病原菌応答における植物
分泌システムの役割
遠藤 彩瑛1，田浦 愛美2，晝間 
敬3，伊藤 瑛海4，伊藤 容子4，
八丈野 孝5，中野 明彦6，植村 
知博1（1お茶大・院・ライフ
サイエンス，2お茶大・理・生
物，3東大・院・総合文化，4お
茶大・ヒューマンライフ，5愛
媛大・院農，6理研・光量子工
学）

2aAJ12
マイコン制御式水管理シ
ステムによる植物の水利
用特性評価法の開発
杉浦 大輔（名大・院・生命農
学）

11:45
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シンポジウム
植物は何を感じて何を 
変化させ，どう応答して

いるのか

シンポジウム
不均一空間環境に対する

植物のシグナル伝達 
メカニズム

シンポジウム
植物細胞が新たに出会う

と何が起こるのか？

環境応答
座長：	永野 惇　 

梅澤 泰史 
坂田 洋一

発生・形態形成
座長：	古谷 朋之 

古水 千尋 
阿部 光知

大会実行委員会企画 
シンポジウム

植物多様性への誘い 
―実際の植物を見て 

進化を考える

成長生理
座長：	西浜 竜一 

深城 英弘 
宮島 俊介

分類・系統・進化
座長：	西山 智明 

坂山 英俊 
藤原 崇之

細胞小器官
座長：	植村 知博　 

田村 謙太郎 
豊岡 公徳　

光合成
座長：	伊福 健太郎 

河野 優　　 
田中 亮一　

11:00 10:50-11:15

2aSC05
2つの植物が出会う接ぎ
木境界面の現象
野田口 理孝（名古屋大・生物
センター）

2aAD09
細胞内局在性および分子
間相互作用解析を通じた
ヒメツリガネゴケB-RAF
によるSnRK2活性化機構
の解析
池田 悠子1，四井 いずみ1，太
治 輝昭1，竹澤 大輔2，坂田 洋
一1（1東京農大・院・バイオ，2埼
玉大・理工学研究科）

2aAE09
クラス2型KNOX転写因
子はトマトの果実成熟過
程を時空間的に調節する
Alexandra Keren-Keiserman1，
Amit Shtern1，Matan Levy2，
Daniel Chalupowicz1，古水 千
尋3,4，John Paul Alvarez3，Ziva 
Amsalem5，Tzahi Arazi1，Sharon 
Alkalai-Tuvia1，Idan Efroni2，
Naomi Ori2，Elazar Fallik1，
Alexander Goldshmidt1（1ヴォ
ルカニ研究所，2ヘブライ大
学，3モナシュ大学，4秋大・院
医，5ヴァイツマン科学研究
所）

2aAG09
シクラメン属のユニーク
な成長運動：花柄コイリ
ングの機構解明に向けて
深城 英弘（神戸大・院・理）

2aAH09
水生食虫植物タヌキモ類
の捕虫嚢内で生存してい
る微小生物
木村 夢1，横山 潤2（1山形大・
院理工学，2山形大・理）

2aAI09
植物の細胞内膜輸送を制
御するRABH1 GTPase
の局在と機能解析
大堀 智博1，伊藤 容子2，伊藤 
瑛海2，中野 明彦3，上田 貴志4,5，
植村 知博1（1お茶の水女子大・
院・ライフサイエンス，2お茶
の水女子大・ヒューマンライ
フ，3理研・光量子光学，4基生
研・細胞動態，5総研大・基礎
生物）

2aAJ09
液体窒素温度における葉
の蛍光誘導：光化学系 II
から Iへの励起状態スピ
ルオーバーの解析
寺島 一郎1，小口 理一2，河野 
優1（1東京大・理・生物・植物
生態，2大阪公立大・院理学）

11:00

11:15 11:10-11:35

2aSA05
シロイヌナズナの重力シ
グナル伝達　～LAZY-
RLD相互作用が重力シグ
ナルを伝達する分子メカ
ニズム～
西村 岳志1，川本 望1，古谷 将
彦2，平野 良憲3，森田（寺尾） 
美代1（1基生研，2福建農林大
学，3東大・薬）

11:10-11:35

2aSB06
光環境レジリエンスを支
えるフォトトロピンシグ
ナル伝達ネットワーク
武宮 淳史（山口大・院創成科
学）

11:15-11:40

2aSC06
器官の再接着を可能にす
るカルス細胞の出会い
池内 桃子（奈良先端大・バイ
オ）

2aAD10
Forward genetic analysis 
of histidine kinases 
responsible for ABA 
signaling in 
Physcomitrium patens
Rahul Sk1, Marcos Takeshi 
Miyabe1, Daisuke Takezawa2, 
Izumi Yotsui1, Teruaki Taji1, 
Yoichi Sakata1（1Dept. Bio-sci. 
Tokyo Univ. Agri.,, 2Saitama 
Univ., Grad. Sch. Sci. and Eng.）

2aAE10
虫こぶと果実の形成メカ
ニズムの類似性
大北 美結，佐藤 雅彦，平野 朋
子（京都府立大・院生命環境）

2aAG10
アメリカネナシカズラの
寄生に必要な光条件が発
生過程により異なること
を時空間イメージング法
で解明した
横山 俊哉1，浅岡 真理子2，西
谷 和彦2（1神奈川大・院理，2神
奈川大・理）

2aAH10
単細胞藻類シゾンを用い
た真核生物生体エネル
ギー論の確立に向けて
近藤 唯貴，茂木 祐子，吉田 大
和（東大・院理学生物科学専
攻）

2aAI10
NHX5/6はMVEに主に局
在する
井上 柚紀1，清水 優太朗2，伊
藤 瑛海3，中野 明彦2，植村 知
博1（1お茶大・院・ライフサ
イエンス，2理研・光量子工学，
3お茶大・ヒューマンライフ）

2aAJ10
低温ストレス耐性におけ
る光化学系 IのP700酸化
の役割
竹内 航1，Yufen Che1，熊沢 穣2，
大畠 和真1，中野 雄司1，三宅 
親弘3，伊福 健太郎2（1京大院・
生命，2京大院・農，3神大院・
農）

11:15

11:30 11:35-12:00

2aSA06
細胞壁特性が制御する植
物の重力応答
大谷 美沙都1,2,3，神田 哲大2，
津川 暁2，徳元 拓哉2，中村 守
貴4，森田 美代4，出村 拓2,3（1東
京大・院・新領域，2奈良先端
大・バイオ，3理研・CSRS，4基
生研）

11:35-11:50
総合討論
壽崎 拓哉（筑波大・生命環境）

2aAD11
シロイヌナズナの長期高
温ストレス耐性における
ミトコンドリアRNA編集
の機能解析
澤井 里歩，三沢 昴輝，旭 文
暉，四井 いずみ，太治 輝昭，
坂田 洋一（東京農大・院・バ
イオ）

2aAE11
植物細胞初期化因子CAP
ペプチドは昆虫由来プロ
セシング酵素CPによっ
て生成される
松澤 萌1，平野 朋子1，大島 一
正1，木村 成介2，泊 直宏3，佐
藤 雅彦1（1京都府大・院生命
環境学，2京都産大・院生命科
学，3京都市産業技術研究所）

2aAG11
液体培養系における腋芽
形成の促進を介したホッ
プ増殖法の検討
平川 健（キリンホールディ
ングス (株 )・キリン中央研）

2aAH11
光合成真核藻類のモデル
としての単細胞紅藻イデ
ユコゴメ類の研究解析技
術の開発
藤原 崇之，廣岡 俊亮，山下 翔
大，辻野 代，宮城島 進也（遺
伝研・遺伝形質）

2aAI11
シロイヌナズナ
VAMP714の機能解析
江口 倫子1，遠藤 彩瑛1，伊藤 
瑛海2，中野 明彦3，植村 知
博1（1お茶の水女子大・院・
ライフサイエンス，2お茶の水
女子大学・ヒューマンライ
フ，3理研・光量子工学）

2aAJ11
光化学系Ⅱ光損傷速度の
マンガン依存要素と過剰
エネルギー要素の定量化
の試み
彦坂 幸毅，李 芷瑜，横田 鈴
香，上妻 馨梨，日出間 純（東
北大・院・生命科学）

11:30

11:45 11:40-11:50
総合討論

2aAD12
シロイヌナズナ の重金属
ストレス耐性におけるミ
トコンドリアRNA編集の
役割
旭 文暉，三沢 昂輝，澤井 里
歩，四井 いずみ，太治 輝昭，
坂田 洋一（東京農大・院バイ
オ）

2aAH12
植物進化のミッシングリ
ンク ―単細胞紅藻の有性
生殖過程の発見―
廣岡 俊亮1，一ノ瀬 孝子2，大
沼 亮1，藤原 崇之1，山下 翔大1，
Jong Lin1，冨田 麗子1，岩根 敦
子2，宮城島 進也2（1遺伝研・
遺伝形質，2理化学研究所）

2aAI12
病原菌応答における植物
分泌システムの役割
遠藤 彩瑛1，田浦 愛美2，晝間 
敬3，伊藤 瑛海4，伊藤 容子4，
八丈野 孝5，中野 明彦6，植村 
知博1（1お茶大・院・ライフ
サイエンス，2お茶大・理・生
物，3東大・院・総合文化，4お
茶大・ヒューマンライフ，5愛
媛大・院農，6理研・光量子工
学）

2aAJ12
マイコン制御式水管理シ
ステムによる植物の水利
用特性評価法の開発
杉浦 大輔（名大・院・生命農
学）

11:45
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シンポジウム
植物は何を感じて何を 
変化させ，どう応答して

いるのか

分類・系統・進化
座長：	西山 智明 

坂山 英俊 
藤原 崇之

細胞小器官
座長：	植村 知博　 

田村 謙太郎 
豊岡 公徳　

12:00 12:00-12:10
総合討論
出村 拓（奈良先端大・バイオ
/CDG）

2aAH13
褐虫藻が共生様式を進化
させる過程で選択を受け
た遺伝子の解析
石井 悠1,2，金森 駿介2，出口 竜
作1，河田 雅圭2，丸山 真一朗2,3

（1宮教大・生物，2東北大・院・
生命，3お茶大・基幹研・自然
科学）

2aAI13
シロイヌナズナ側部根冠
ERボディはβ -グルコシ
ダーゼの液胞輸送に関与
する
豊岡 公徳，後藤 友美（理研
CSRS）

12:00

12:15 2aAI14
Analysis of a novel TGN/
Golgi-localized protein 
family in Arabidopsis 
thaliana
Natalia Julia Rzepecka1, Emi Ito2, 
Yoko Ito2, Tomohiro 
Uemura1（1Graduate School of 
Humanities and Sciences, 
Ochanomizu Univ., 2Institute for 
Human Life Science, 
Ochanomizu Univ.）

12:15

12:30 12:30
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田村 謙太郎 
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12:00 12:00-12:10
総合討論
出村 拓（奈良先端大・バイオ
/CDG）

2aAH13
褐虫藻が共生様式を進化
させる過程で選択を受け
た遺伝子の解析
石井 悠1,2，金森 駿介2，出口 竜
作1，河田 雅圭2，丸山 真一朗2,3

（1宮教大・生物，2東北大・院・
生命，3お茶大・基幹研・自然
科学）

2aAI13
シロイヌナズナ側部根冠
ERボディはβ -グルコシ
ダーゼの液胞輸送に関与
する
豊岡 公徳，後藤 友美（理研
CSRS）

12:00

12:15 2aAI14
Analysis of a novel TGN/
Golgi-localized protein 
family in Arabidopsis 
thaliana
Natalia Julia Rzepecka1, Emi Ito2, 
Yoko Ito2, Tomohiro 
Uemura1（1Graduate School of 
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Human Life Science, 
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12:30 12:30
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シンポジウム
ピレノイド：植物の 
相分離オルガネラの 

カッティング・エッジ

シンポジウム
分子から探る植物-気候

フィードバック

環境応答
座長：	朽津 和幸 

丸田 隆典 
打田 直行

発生・形態形成
座長：	塚越 啓央 

田中 博和 
柿本 辰男

シンポジウム
細胞間コミュニケーショ

ンの多様性を探る 
エボシグナローム研究

生殖・ 
エピジェネティクス
座長：	宮城島 進也 

池田 陽子　 
安居 佑季子

植物微生物相互作用
座長：	西條 雄介 

八丈野 孝

細胞増殖・細胞分化
座長：	伊藤 正樹　 

朝比奈 雅志 
石田 喬志　

遺伝子発現制御・ 
ゲノム・プロテオーム
座長：	大谷 美沙都 

華岡 光正　 
福原 敏行　

9:00 9:00-9:05
はじめに

9:05-9:30

3aSB01
緑藻ピレノイドの相分離
現象とCO2濃縮
山野 隆志（京大・院・生命）

9:00-9:15
はじめに
永野 惇2（1龍谷大・農，2慶應
大・IAB）

3aAD01
ゼニゴケ葉状体の成長に
対する低温プラズマ照
射・活性種の影響と初発
反応の解析
坪山 祥子1，奥村 賢直2，瀬野 
衣里奈1，菅沼 将太郎1，橋本 
研志1，古閑 一憲2,3，白谷 正
治2，朽津 和幸1（1東京理科大・
理工・応用生物科学，2九州大・
システム情報科学，3自然科学
研究機構）

3aAE01
ゼニゴケ仮根の極性先端
成長におけるCa2+濃度の
時空間パターン形成の分
子機構と役割の解析
池内 亨，東島 万里子，阿部 尚
明，橋本 研志，朽津 和幸（東
京理科大・理工・応用生物科
学）

9:00-9:05
はじめに
武内 秀憲（名大・ITbM）

9:05-9:30

3aSF01
雌しべの中の道標を辿る
花粉管の旅：被子植物が
獲得したPRKファミリー
受容体の機能
武内 秀憲1，別所 -上原 奏子2，
長江 拓也3，井本 美紀3，内木 
希美3，永原 史織1，水多 陽子
1,4，東山 哲也5（1名大・ITbM，
2東北大・院・生命科学，3名大・
院・理，4名大・高等研究院， 
5東大・院・理）

3aAG01
単細胞紅藻における生活
環の発見に基づく光合成
真核生物研究系の開発
宮城島 進也，藤原 崇之，山下 
翔大，周 柏峰，廣岡 俊亮（遺
伝研・遺伝形質）

3aAH01
植物病原菌Rhodococcus 
fascians が作り出す新奇
サイトカイニンの構造と
機能の解明
吉野 実花1，スリヤナ アリシ
ア1，小嶋 美紀子2，幸木 謙典1，
西川 俊夫1，榊原 均1,2（1名大
院・生命農，2理研・CSRS）

3aAI01
真核細胞の細胞小器官の
分裂 /増殖から核分裂・細
胞質分裂へと続く基本機
構の解明
黒岩 常祥1，八木沢 芙美2，松
永 幸大3，加藤 翔一4，三角 修
己5，井元 祐太6，吉田 大和7，
藤原 崇之8，永田 典子1，黒岩 
晴子1（1日本女子大・理・化
学生命科学，2琉球大・研究基
盤，3東京大・院・新領域創生
科学，4東京理科大・理工・応
用生物科学，5山口大・院・創
生科学，6ジョンズホプキンス
大・医学，7東京大・院・理・生
物科学，8遺伝研・遺伝形質）

3aAJ01
フラボノイドがダイサー
タンパク質の2本鎖RNA
切断活性に及ぼす影響
田原 緑1，山梨 梨歩3，竹田 篤
史2，福原 敏行3（1立命館大・
R-GIRO，2立命館大・院生命，
3東京農工大・院・農）

9:00

9:15 9:15-9:45

3aSC01
野外トランスクリプトミ
クスから植物̶気候
フィードバックに挑む
永野 惇1,2（1龍谷大・農，2慶應
大・IAB）

3aAD02
ゼニゴケにおけるストレ
ス応答性の迅速な長距離
シグナル伝達機構の解析
渡邉 健志郎，長谷川 晃汰，神
谷 有紀，菊地 宏樹，進藤 大
輝，橋本 研志，朽津 和幸（東
京理科大・院・理工・応用生
物科学）

3aAE02
ゼニゴケのMpRbohsに
よる活性酸素種（ROS）
生成の細胞分裂・分化に
おける役割と標的因子の
探索
山下 優音1，萩原 雄樹1，橋本 
研志1，鈴木 秀政2，西浜 竜一1，
朽津 和幸1（1東京理科大・理
工・応用生物科学，2東北大・
院・生命科学）

3aAG02
緑藻クラミドモナスの性
決定遺伝子によって制御
される配偶子二型性とそ
の適応的意義
宮村 新一1，印南 椋矢1，大越 
昌子1，南雲 保2，市原 健介3，
山崎 誠和4，河野 重行4（1筑波
大・生命環境，2越後自然誌研，
3北大・北方センター，4東大・
FC推進機構）

3aAH02
fas遺伝子群が作り出す
新奇サイトカイニンに関
する研究
宮田 和輝1，Alicia Surjana1，小
島 美紀子2，幸木 謙典1，西川 
俊夫1，榊原 均1,2（1名大院・生
命農，2理研CSRS）

3aAI02
HPY2/AtNSE2/AtMMS21
による植物の細胞周期制
御
石田 喬志，吉村 美香（熊本大・
先端科学）

3aAJ02
種子成熟に伴うダイズ組
織中の2本鎖RNA切断酵
素活性の推移
山梨 里歩1，栗山 和典1，田原 
緑2，森山 裕充1，福原 敏行1 

（1農工大・院生物制御科学， 
2立命大・R-GIRO）

9:15

9:30 9:30-9:55

3aSB02
緑藻クロロモナス系統群
にみられる多様なピレノ
イド
松崎 令（国立環境研究所）

3aAD03
葉緑体GS/GOGATサイ
クルはカタラーゼ欠損に
より生じる細胞死に必要
である
石橋 可菜1，丸田 隆典1,2，
Amna Mhamdi2，Frank Van 
Breusegem2（1島根大院・自然
科学，2Plant Systems Biol., 
VIB-Ghent Univ.）

3aAE03
ゼニゴケ幹細胞領域にお
けるNACファミリー遺伝
子JINGASAの機能解析
髙橋 剛，清末 知宏，平川 有宇
樹（学習院大・院自然科学）

9:30-10:00

3aSF02
鍵と鍵穴の進化はどのよ
うに起こるのか：酵母の
フェロモンシステムをモ
デルとした実験的アプ
ローチ
清家 泰介（大阪大学・院情報）

3aAG03
異なる性表現タイプのボ
ルボックス間比較ゲノム
解析からホモタリック化
に伴う性決定領域の進化
を探る
山本 荷葉子1，松崎 令2，
Wuttipong Mahakham3，
Wirawan Heman4，関本 弘之1，
河地 正伸2，水口 洋平5，豊田 
敦5，野崎 久義2,6（1日本女子
大・理，2国立環境研，3コンケ
ン大，4カラシン大，5国立遺伝
研，6東京大・理）

3aAH03
高湿度環境におけるアブ
シシン酸の不活性化を介
した細菌抵抗性の解析
安田 盛貴1，平瀬 大志1，石崎 
遼1，鈴木 隆司2，篠澤 章久3,4，
四井 いずみ3，豊田 正嗣2，西
條 雄介1（1奈良先端大・バイ
オ，2埼玉大・院・理工，3東京
農大・バイオ，4東京農大・生
物資源ゲノムセンター）

3aAI03
植物特異的なAPC/C阻害
タンパク質GIG1とUVI4
の細胞周期制御における
機能分担のメカニズム
広田 淳也1，野本 友司2，高塚 
大知2，吉岡 泰3，伊藤 正樹2 

（1金沢大・院・自然科学・自
然システム学，2金沢大・理工・
生命理工，3名古屋大・理）

3aAJ03
植物マイナースプライシ
ングの栄養ストレス応答
における役割
石橋 鴻大1，荒江 星拓1，吉積 
毅2，栗原 志夫2，黒森 崇2，松
井 南2，大谷 美沙都1,2,3（1東京
大・院・新領域，2理研・CSRS，
3奈良先端大・先端科学技術・
バイオ）

9:30
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細胞間コミュニケーショ

ンの多様性を探る 
エボシグナローム研究

生殖・ 
エピジェネティクス
座長：	宮城島 進也 

池田 陽子　 
安居 佑季子

植物微生物相互作用
座長：	西條 雄介 

八丈野 孝

細胞増殖・細胞分化
座長：	伊藤 正樹　 

朝比奈 雅志 
石田 喬志　

遺伝子発現制御・ 
ゲノム・プロテオーム
座長：	大谷 美沙都 

華岡 光正　 
福原 敏行　

9:00 9:00-9:05
はじめに

9:05-9:30

3aSB01
緑藻ピレノイドの相分離
現象とCO2濃縮
山野 隆志（京大・院・生命）

9:00-9:15
はじめに
永野 惇2（1龍谷大・農，2慶應
大・IAB）

3aAD01
ゼニゴケ葉状体の成長に
対する低温プラズマ照
射・活性種の影響と初発
反応の解析
坪山 祥子1，奥村 賢直2，瀬野 
衣里奈1，菅沼 将太郎1，橋本 
研志1，古閑 一憲2,3，白谷 正
治2，朽津 和幸1（1東京理科大・
理工・応用生物科学，2九州大・
システム情報科学，3自然科学
研究機構）

3aAE01
ゼニゴケ仮根の極性先端
成長におけるCa2+濃度の
時空間パターン形成の分
子機構と役割の解析
池内 亨，東島 万里子，阿部 尚
明，橋本 研志，朽津 和幸（東
京理科大・理工・応用生物科
学）

9:00-9:05
はじめに
武内 秀憲（名大・ITbM）

9:05-9:30

3aSF01
雌しべの中の道標を辿る
花粉管の旅：被子植物が
獲得したPRKファミリー
受容体の機能
武内 秀憲1，別所 -上原 奏子2，
長江 拓也3，井本 美紀3，内木 
希美3，永原 史織1，水多 陽子
1,4，東山 哲也5（1名大・ITbM，
2東北大・院・生命科学，3名大・
院・理，4名大・高等研究院， 
5東大・院・理）

3aAG01
単細胞紅藻における生活
環の発見に基づく光合成
真核生物研究系の開発
宮城島 進也，藤原 崇之，山下 
翔大，周 柏峰，廣岡 俊亮（遺
伝研・遺伝形質）

3aAH01
植物病原菌Rhodococcus 
fascians が作り出す新奇
サイトカイニンの構造と
機能の解明
吉野 実花1，スリヤナ アリシ
ア1，小嶋 美紀子2，幸木 謙典1，
西川 俊夫1，榊原 均1,2（1名大
院・生命農，2理研・CSRS）

3aAI01
真核細胞の細胞小器官の
分裂 /増殖から核分裂・細
胞質分裂へと続く基本機
構の解明
黒岩 常祥1，八木沢 芙美2，松
永 幸大3，加藤 翔一4，三角 修
己5，井元 祐太6，吉田 大和7，
藤原 崇之8，永田 典子1，黒岩 
晴子1（1日本女子大・理・化
学生命科学，2琉球大・研究基
盤，3東京大・院・新領域創生
科学，4東京理科大・理工・応
用生物科学，5山口大・院・創
生科学，6ジョンズホプキンス
大・医学，7東京大・院・理・生
物科学，8遺伝研・遺伝形質）

3aAJ01
フラボノイドがダイサー
タンパク質の2本鎖RNA
切断活性に及ぼす影響
田原 緑1，山梨 梨歩3，竹田 篤
史2，福原 敏行3（1立命館大・
R-GIRO，2立命館大・院生命，
3東京農工大・院・農）

9:00

9:15 9:15-9:45

3aSC01
野外トランスクリプトミ
クスから植物̶気候
フィードバックに挑む
永野 惇1,2（1龍谷大・農，2慶應
大・IAB）

3aAD02
ゼニゴケにおけるストレ
ス応答性の迅速な長距離
シグナル伝達機構の解析
渡邉 健志郎，長谷川 晃汰，神
谷 有紀，菊地 宏樹，進藤 大
輝，橋本 研志，朽津 和幸（東
京理科大・院・理工・応用生
物科学）

3aAE02
ゼニゴケのMpRbohsに
よる活性酸素種（ROS）
生成の細胞分裂・分化に
おける役割と標的因子の
探索
山下 優音1，萩原 雄樹1，橋本 
研志1，鈴木 秀政2，西浜 竜一1，
朽津 和幸1（1東京理科大・理
工・応用生物科学，2東北大・
院・生命科学）

3aAG02
緑藻クラミドモナスの性
決定遺伝子によって制御
される配偶子二型性とそ
の適応的意義
宮村 新一1，印南 椋矢1，大越 
昌子1，南雲 保2，市原 健介3，
山崎 誠和4，河野 重行4（1筑波
大・生命環境，2越後自然誌研，
3北大・北方センター，4東大・
FC推進機構）

3aAH02
fas遺伝子群が作り出す
新奇サイトカイニンに関
する研究
宮田 和輝1，Alicia Surjana1，小
島 美紀子2，幸木 謙典1，西川 
俊夫1，榊原 均1,2（1名大院・生
命農，2理研CSRS）

3aAI02
HPY2/AtNSE2/AtMMS21
による植物の細胞周期制
御
石田 喬志，吉村 美香（熊本大・
先端科学）

3aAJ02
種子成熟に伴うダイズ組
織中の2本鎖RNA切断酵
素活性の推移
山梨 里歩1，栗山 和典1，田原 
緑2，森山 裕充1，福原 敏行1 

（1農工大・院生物制御科学， 
2立命大・R-GIRO）

9:15

9:30 9:30-9:55

3aSB02
緑藻クロロモナス系統群
にみられる多様なピレノ
イド
松崎 令（国立環境研究所）

3aAD03
葉緑体GS/GOGATサイ
クルはカタラーゼ欠損に
より生じる細胞死に必要
である
石橋 可菜1，丸田 隆典1,2，
Amna Mhamdi2，Frank Van 
Breusegem2（1島根大院・自然
科学，2Plant Systems Biol., 
VIB-Ghent Univ.）

3aAE03
ゼニゴケ幹細胞領域にお
けるNACファミリー遺伝
子JINGASAの機能解析
髙橋 剛，清末 知宏，平川 有宇
樹（学習院大・院自然科学）

9:30-10:00

3aSF02
鍵と鍵穴の進化はどのよ
うに起こるのか：酵母の
フェロモンシステムをモ
デルとした実験的アプ
ローチ
清家 泰介（大阪大学・院情報）

3aAG03
異なる性表現タイプのボ
ルボックス間比較ゲノム
解析からホモタリック化
に伴う性決定領域の進化
を探る
山本 荷葉子1，松崎 令2，
Wuttipong Mahakham3，
Wirawan Heman4，関本 弘之1，
河地 正伸2，水口 洋平5，豊田 
敦5，野崎 久義2,6（1日本女子
大・理，2国立環境研，3コンケ
ン大，4カラシン大，5国立遺伝
研，6東京大・理）

3aAH03
高湿度環境におけるアブ
シシン酸の不活性化を介
した細菌抵抗性の解析
安田 盛貴1，平瀬 大志1，石崎 
遼1，鈴木 隆司2，篠澤 章久3,4，
四井 いずみ3，豊田 正嗣2，西
條 雄介1（1奈良先端大・バイ
オ，2埼玉大・院・理工，3東京
農大・バイオ，4東京農大・生
物資源ゲノムセンター）

3aAI03
植物特異的なAPC/C阻害
タンパク質GIG1とUVI4
の細胞周期制御における
機能分担のメカニズム
広田 淳也1，野本 友司2，高塚 
大知2，吉岡 泰3，伊藤 正樹2 

（1金沢大・院・自然科学・自
然システム学，2金沢大・理工・
生命理工，3名古屋大・理）

3aAJ03
植物マイナースプライシ
ングの栄養ストレス応答
における役割
石橋 鴻大1，荒江 星拓1，吉積 
毅2，栗原 志夫2，黒森 崇2，松
井 南2，大谷 美沙都1,2,3（1東京
大・院・新領域，2理研・CSRS，
3奈良先端大・先端科学技術・
バイオ）

9:30
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シンポジウム
ピレノイド：植物の 
相分離オルガネラの 

カッティング・エッジ

シンポジウム
分子から探る植物-気候

フィードバック

環境応答
座長：	朽津 和幸 

丸田 隆典 
打田 直行

発生・形態形成
座長：	塚越 啓央 

田中 博和 
柿本 辰男

シンポジウム
細胞間コミュニケーショ

ンの多様性を探る 
エボシグナローム研究

生殖・ 
エピジェネティクス
座長：	宮城島 進也 

池田 陽子　 
安居 佑季子

植物微生物相互作用
座長：	西條 雄介 

八丈野 孝

細胞増殖・細胞分化
座長：	伊藤 正樹　 

朝比奈 雅志 
石田 喬志　

遺伝子発現制御・ 
ゲノム・プロテオーム
座長：	大谷 美沙都 

華岡 光正　 
福原 敏行　

9:45 9:45-10:15

3aSC02
揮発性植物分子が作り出
す大気環境とは？
関本 奏子（横浜市立大・院生
命ナノ）

3aAD04
葉緑体における緊縮応答
の不全はサリチル酸を介
した病虫害応答に影響を
及ぼす
根本 岳忠1，稲津 匡貴1，鈴木 
紗絵1，小野 すみれ1，瀬尾 光
範2，及川 彰3，増田 真二1（1東
京工業大学・生命理工学院， 
2理研・CSRS，3京都大・院農学）

3aAE04
ゼニゴケのヘム結合タン
パク質MpRLFは適切な
葉状体と杯状体の形成に
必要である
岩田 健太郎，福村 日向丸，近
藤 侑貴，石崎 公庸，深城 英弘
（神戸大・院・理）

3aAG04
苔類ゼニゴケの性染色体
上の性決定因子の同定
岩崎 美雪1，梶原 智明1，安居 
佑季子1，吉竹 良洋1，宮崎 基1，
川村 昇吾1，末次 憲之1,9，西浜 
竜一1,2，山岡 尚平1，Dierk 
Wanke3，橋本 研志2，朽津 和幸2，
Sean A. Montgomery4，Shilpi 
Singh5，谷澤 靖洋6，矢倉 勝6，
望月 孝子6，坂本 美佳6，中村 
保一6，Chang Liu7，Frédéric 
Berger4，大和 勝幸8，John L. 
Bowman5，河内 孝之1（1京大・
院生命科学，2東京理科大・院
理工学，3ルートビッヒマクシ
ミリアン大学，ドイツ，4グレ
ゴールメンデル研究所，オー
ストリア，5モナシュ大学，
オーストラリア，6情報・シス
テム研究機構 国立遺伝学研
究所，7ホーエンハイム大学，
ドイツ，8近大・院生物理工学，
9東大・院生物科学）

3aAH04
アブシシン酸受容体がも
たらすコムギうどんこ病
抵抗性機構の分子解析
嶋﨑 太一1，金 俊植2，妻鹿 良
亮3，安倍 史高4，宮本 皓司5，
二瓶 賢一7，吉田 健太郎6，岡
本 昌憲1,2,7（1宇都宮大・バイ
オ，2理研・CSRS，3山口大・院
創成科学，4農研機構・次世代
作物開発，5帝京大・理工，6京
都大・院・農，7宇都宮大・院・
工農）

3aAI04
WM FISHによるゲノム
倍数体の根端における染
色体束化の解析
菊池 涼夏1，坂本 卓也2，松永 
幸大3，杉山 宗隆4，岩元 明敏1,5

（1神奈川大・院・理，2東理大・
理工，3東大・院・新領域，4東
大・院・理，5神奈川大・理）

3aAJ04
小分子RNAを介したフォ
トトロピンのサイレンシ
ングはクラミドモナスに
おける光防御誘導を抑制
する
山崎 朋人1，得津 隆太郎2，皆
川 純3（1高知大・理工，2京大・
理学研究科，3基生研・環境光）

9:45

10:00 9:55-10:20

3aSB03
ツノゴケ類のピレノイド
嶋村 正樹（広島大・院・統合
生命）

3aAD05
シロイヌナズナにおける
硝酸還元反応低下時の呼
吸鎖末端酸化酵素AOXの
生理機能の解析
乙丸 大輔1，押井 夏海2，鈴木 
孝征3，中川 強1，蜂谷 卓士1 

（1島大・総科セ遺伝子，2奈良
先端大・バイオ，3中部大・応
用生物）

3aAE05
ヘムシグナルによる側根
形態制御にはpre-mRNA
スプライシング制御が介
在する
高柳 なつ1，荒江 星拓1，高橋 
洋和2，清水 隆之3，堀口 吾朗4，
相田 光宏5，深城 英弘6，増田 
建3，大谷 美沙都1,2,7（1東大・
院・新領域，2奈良先端大・バ
イオ，3東大・院・総合文化， 
4立教大・理・生命，5熊本大・
IROAST，6神戸大・院・理，7理
研・CSRS）

10:00-10:25

3aSF03
植物ペプチドシグナルの
世も無常？ゲノムが語る
栄枯転変の物語
古水 千尋（秋大・院医）

3aAG05
アンチセンス長鎖非翻訳
RNA SUFの転写は苔類
ゼニゴケ雌性化遺伝子
FGMYBの発現抑制に重
要である
梶原 智明1，宮崎 基1，岩崎 美
雪1，山岡 尚平1，吉竹 良洋1，
安居 佑季子1，西浜 竜一1,2，河
内 孝之1（1京大・院生命科
学，2東京理科大・院理工）

3aAH05
宿主ペルオキシソーム局
在型オオムギうどんこ病
菌エフェクターAPEC1の
解析
八丈野 孝1，小出 陽菜1，和根
崎 洸1，片山 貴博1，井上 智絵1，
香口 智宏1，小林 括平1，西内 
巧2，中神 弘史3，山岡 直人1 

（1愛媛大・院農，2金沢大・学
際セ，3マックスプランク研）

3aAI05
シロイヌナズナのGRAS
型転写因子SCL28による
細胞周期抑制を介した細
胞サイズ制御
野本 友司1，高塚 大知1，山田 
圭佑2，鈴木 俊哉3，鈴木 孝征4，
今村 美友5，山篠 貴史5，Cécile 
Raynaud6，Moussa Benhamed6，
伊藤 正樹1（1金沢大・理工・
生命理工，2金沢大・院・自然
科学・自然システム，3国立遺
伝学研究所，4中部大・応用生
物，5名古屋大・院・生命農
学，6Université Paris-Saclay）

3aAJ05
ブラシノステロイド新規
シグナル伝達因子BPG4
によるクロロフィル生合
成制御メカニズムの解明
立花 諒1，丸上 萌々 2，阿部 晋2，
山上 あゆみ1，野﨑 翔平3，宮
川 拓也1，稲葉 丈人4，松井 南5，
久城 哲夫2，伊福 健太郎6，浅
見 忠男7，中野 雄司1（1京大・
院生命科学，2明治大・農，3筑
波大・院生命環境，4宮崎大・
農，5理研・CSRS，6京大・院農，
7東大・院農学生命）

10:00

10:15 10:20-10:30
休憩

10:15-10:45

3aSC03
エピゲノムを介した遺伝
子発現制御と植物̶気候
フィードバック
山口 暢俊（奈良先端大・先端・
バイオ）

3aAD06
強光条件におけるアスコ
ルビン酸再生の分子機構
と生理学的重要性
濱田 あかね，小川 貴央，石川 
孝博，丸田 隆典（島根大院・
自然科学）

3aAE06
側根原基形成箇所の限定
化における局所的なオー
キシン生合成の役割
金田 紗苗，柿本 辰男（大阪大・
院理）

10:25-10:35
休憩

3aAG06
シロイヌナズナ雌性配偶
体の発生に関わるマイク
ロ RNA の探索
橋本 梨乃1，鈴木 孝征2，東山 
哲也1（1東京大・院・理，2中部
大・院・応用生物）

3aAH06
オオムギうどんこ病菌侵
入細胞におけるプラスチ
ド崩壊メカニズムの解析
在間 玄香1，井上 博1，久野 裕2，
松島 良2，小林 括平1，山岡 直
人1，中神 弘史3，八丈野 孝1 

（1愛媛大・院農，2岡山大・植
物研，3マックスプランク研）

3aAI06
シロイヌナズナの細胞サ
イズ制御因子SCL28は
CDK阻害タンパク質を
コードするSMRファミ
リー遺伝子を制御する
山田 圭佑1，広田 淳也1，峯田 
敬斗1，鈴木 俊哉3，鈴木 孝征4，
Benhamed Moussa5，野本 友司2，
高塚 大知2，伊藤 正樹2（1金沢
大・院・自然科学・自然シス
テム学，2金沢大・理工・生命
理工，3国立遺伝学研究所，4中
部大・院・応用生物，
5Université Paris-Saclay）

3aAJ06
Phytochromes mediated 
transcription start sites of 
heme oxygenase 1 in 
Arabidopsis thaliana
Yingxi Chen1, Kohji Nishimura2, 
Yoshiharu Y Yamamoto3, 
Takayuki Shimizu1, Tatsuru 
Masuda1（1Grad. Sch. Arts Sci., 
Univ. Tokyo, 2Fac. Life Envi. Sci., 
Univ. Shimane, 3U. Grad. Sch. 
Agr., Univ. Gifu）

10:15
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シンポジウム
ピレノイド：植物の 
相分離オルガネラの 

カッティング・エッジ

シンポジウム
分子から探る植物-気候

フィードバック

環境応答
座長：	朽津 和幸 

丸田 隆典 
打田 直行

発生・形態形成
座長：	塚越 啓央 

田中 博和 
柿本 辰男

シンポジウム
細胞間コミュニケーショ

ンの多様性を探る 
エボシグナローム研究

生殖・ 
エピジェネティクス
座長：	宮城島 進也 

池田 陽子　 
安居 佑季子

植物微生物相互作用
座長：	西條 雄介 

八丈野 孝

細胞増殖・細胞分化
座長：	伊藤 正樹　 

朝比奈 雅志 
石田 喬志　

遺伝子発現制御・ 
ゲノム・プロテオーム
座長：	大谷 美沙都 

華岡 光正　 
福原 敏行　

9:45 9:45-10:15

3aSC02
揮発性植物分子が作り出
す大気環境とは？
関本 奏子（横浜市立大・院生
命ナノ）

3aAD04
葉緑体における緊縮応答
の不全はサリチル酸を介
した病虫害応答に影響を
及ぼす
根本 岳忠1，稲津 匡貴1，鈴木 
紗絵1，小野 すみれ1，瀬尾 光
範2，及川 彰3，増田 真二1（1東
京工業大学・生命理工学院， 
2理研・CSRS，3京都大・院農学）

3aAE04
ゼニゴケのヘム結合タン
パク質MpRLFは適切な
葉状体と杯状体の形成に
必要である
岩田 健太郎，福村 日向丸，近
藤 侑貴，石崎 公庸，深城 英弘
（神戸大・院・理）

3aAG04
苔類ゼニゴケの性染色体
上の性決定因子の同定
岩崎 美雪1，梶原 智明1，安居 
佑季子1，吉竹 良洋1，宮崎 基1，
川村 昇吾1，末次 憲之1,9，西浜 
竜一1,2，山岡 尚平1，Dierk 
Wanke3，橋本 研志2，朽津 和幸2，
Sean A. Montgomery4，Shilpi 
Singh5，谷澤 靖洋6，矢倉 勝6，
望月 孝子6，坂本 美佳6，中村 
保一6，Chang Liu7，Frédéric 
Berger4，大和 勝幸8，John L. 
Bowman5，河内 孝之1（1京大・
院生命科学，2東京理科大・院
理工学，3ルートビッヒマクシ
ミリアン大学，ドイツ，4グレ
ゴールメンデル研究所，オー
ストリア，5モナシュ大学，
オーストラリア，6情報・シス
テム研究機構 国立遺伝学研
究所，7ホーエンハイム大学，
ドイツ，8近大・院生物理工学，
9東大・院生物科学）

3aAH04
アブシシン酸受容体がも
たらすコムギうどんこ病
抵抗性機構の分子解析
嶋﨑 太一1，金 俊植2，妻鹿 良
亮3，安倍 史高4，宮本 皓司5，
二瓶 賢一7，吉田 健太郎6，岡
本 昌憲1,2,7（1宇都宮大・バイ
オ，2理研・CSRS，3山口大・院
創成科学，4農研機構・次世代
作物開発，5帝京大・理工，6京
都大・院・農，7宇都宮大・院・
工農）

3aAI04
WM FISHによるゲノム
倍数体の根端における染
色体束化の解析
菊池 涼夏1，坂本 卓也2，松永 
幸大3，杉山 宗隆4，岩元 明敏1,5

（1神奈川大・院・理，2東理大・
理工，3東大・院・新領域，4東
大・院・理，5神奈川大・理）

3aAJ04
小分子RNAを介したフォ
トトロピンのサイレンシ
ングはクラミドモナスに
おける光防御誘導を抑制
する
山崎 朋人1，得津 隆太郎2，皆
川 純3（1高知大・理工，2京大・
理学研究科，3基生研・環境光）

9:45

10:00 9:55-10:20

3aSB03
ツノゴケ類のピレノイド
嶋村 正樹（広島大・院・統合
生命）

3aAD05
シロイヌナズナにおける
硝酸還元反応低下時の呼
吸鎖末端酸化酵素AOXの
生理機能の解析
乙丸 大輔1，押井 夏海2，鈴木 
孝征3，中川 強1，蜂谷 卓士1 

（1島大・総科セ遺伝子，2奈良
先端大・バイオ，3中部大・応
用生物）

3aAE05
ヘムシグナルによる側根
形態制御にはpre-mRNA
スプライシング制御が介
在する
高柳 なつ1，荒江 星拓1，高橋 
洋和2，清水 隆之3，堀口 吾朗4，
相田 光宏5，深城 英弘6，増田 
建3，大谷 美沙都1,2,7（1東大・
院・新領域，2奈良先端大・バ
イオ，3東大・院・総合文化， 
4立教大・理・生命，5熊本大・
IROAST，6神戸大・院・理，7理
研・CSRS）

10:00-10:25

3aSF03
植物ペプチドシグナルの
世も無常？ゲノムが語る
栄枯転変の物語
古水 千尋（秋大・院医）

3aAG05
アンチセンス長鎖非翻訳
RNA SUFの転写は苔類
ゼニゴケ雌性化遺伝子
FGMYBの発現抑制に重
要である
梶原 智明1，宮崎 基1，岩崎 美
雪1，山岡 尚平1，吉竹 良洋1，
安居 佑季子1，西浜 竜一1,2，河
内 孝之1（1京大・院生命科
学，2東京理科大・院理工）

3aAH05
宿主ペルオキシソーム局
在型オオムギうどんこ病
菌エフェクターAPEC1の
解析
八丈野 孝1，小出 陽菜1，和根
崎 洸1，片山 貴博1，井上 智絵1，
香口 智宏1，小林 括平1，西内 
巧2，中神 弘史3，山岡 直人1 

（1愛媛大・院農，2金沢大・学
際セ，3マックスプランク研）

3aAI05
シロイヌナズナのGRAS
型転写因子SCL28による
細胞周期抑制を介した細
胞サイズ制御
野本 友司1，高塚 大知1，山田 
圭佑2，鈴木 俊哉3，鈴木 孝征4，
今村 美友5，山篠 貴史5，Cécile 
Raynaud6，Moussa Benhamed6，
伊藤 正樹1（1金沢大・理工・
生命理工，2金沢大・院・自然
科学・自然システム，3国立遺
伝学研究所，4中部大・応用生
物，5名古屋大・院・生命農
学，6Université Paris-Saclay）

3aAJ05
ブラシノステロイド新規
シグナル伝達因子BPG4
によるクロロフィル生合
成制御メカニズムの解明
立花 諒1，丸上 萌々 2，阿部 晋2，
山上 あゆみ1，野﨑 翔平3，宮
川 拓也1，稲葉 丈人4，松井 南5，
久城 哲夫2，伊福 健太郎6，浅
見 忠男7，中野 雄司1（1京大・
院生命科学，2明治大・農，3筑
波大・院生命環境，4宮崎大・
農，5理研・CSRS，6京大・院農，
7東大・院農学生命）

10:00

10:15 10:20-10:30
休憩

10:15-10:45

3aSC03
エピゲノムを介した遺伝
子発現制御と植物̶気候
フィードバック
山口 暢俊（奈良先端大・先端・
バイオ）

3aAD06
強光条件におけるアスコ
ルビン酸再生の分子機構
と生理学的重要性
濱田 あかね，小川 貴央，石川 
孝博，丸田 隆典（島根大院・
自然科学）

3aAE06
側根原基形成箇所の限定
化における局所的なオー
キシン生合成の役割
金田 紗苗，柿本 辰男（大阪大・
院理）

10:25-10:35
休憩

3aAG06
シロイヌナズナ雌性配偶
体の発生に関わるマイク
ロ RNA の探索
橋本 梨乃1，鈴木 孝征2，東山 
哲也1（1東京大・院・理，2中部
大・院・応用生物）

3aAH06
オオムギうどんこ病菌侵
入細胞におけるプラスチ
ド崩壊メカニズムの解析
在間 玄香1，井上 博1，久野 裕2，
松島 良2，小林 括平1，山岡 直
人1，中神 弘史3，八丈野 孝1 

（1愛媛大・院農，2岡山大・植
物研，3マックスプランク研）

3aAI06
シロイヌナズナの細胞サ
イズ制御因子SCL28は
CDK阻害タンパク質を
コードするSMRファミ
リー遺伝子を制御する
山田 圭佑1，広田 淳也1，峯田 
敬斗1，鈴木 俊哉3，鈴木 孝征4，
Benhamed Moussa5，野本 友司2，
高塚 大知2，伊藤 正樹2（1金沢
大・院・自然科学・自然シス
テム学，2金沢大・理工・生命
理工，3国立遺伝学研究所，4中
部大・院・応用生物，
5Université Paris-Saclay）

3aAJ06
Phytochromes mediated 
transcription start sites of 
heme oxygenase 1 in 
Arabidopsis thaliana
Yingxi Chen1, Kohji Nishimura2, 
Yoshiharu Y Yamamoto3, 
Takayuki Shimizu1, Tatsuru 
Masuda1（1Grad. Sch. Arts Sci., 
Univ. Tokyo, 2Fac. Life Envi. Sci., 
Univ. Shimane, 3U. Grad. Sch. 
Agr., Univ. Gifu）

10:15
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シンポジウム
ピレノイド：植物の 
相分離オルガネラの 

カッティング・エッジ

シンポジウム
分子から探る植物-気候

フィードバック

環境応答
座長：	朽津 和幸 

丸田 隆典 
打田 直行

発生・形態形成
座長：	塚越 啓央 

田中 博和 
柿本 辰男

シンポジウム
細胞間コミュニケーショ

ンの多様性を探る 
エボシグナローム研究

生殖・ 
エピジェネティクス
座長：	宮城島 進也 

池田 陽子　 
安居 佑季子

植物微生物相互作用
座長：	西條 雄介 

八丈野 孝

細胞増殖・細胞分化
座長：	伊藤 正樹　 

朝比奈 雅志 
石田 喬志　

遺伝子発現制御・ 
ゲノム・プロテオーム
座長：	大谷 美沙都 

華岡 光正　 
福原 敏行　

10:30 10:30-10:55

3aSB04
二次共生を経た葉緑体ピ
レノイドと付属構造の形
態
田中 厚子（琉球大・理・海自）

3aAD07
バクテリア由来のArsシ
ステムによる植物環境浄
化技術の開発
大村 祐輝，平野 朋子，佐藤 雅
彦，出呂町 裕典（京府大・院
生生命環境科学）

3aAE07
植物の根の伸長を支える
新規転写ネットワーク
間瀨 皓介1，海士部 誉士1，鈴
木 伸崇1，神谷 蒋1，竹内 大河1，
鈴木 孝征2，中道 範人3，森上 
敦1，塚越 啓央1（1名城大・院
農学，2中部大・応用生物学， 
3名古屋大・院生命農学）

10:35-11:00

3aSF04
陸上植物におけるCLEペ
プチドファミリーの拡大
と分裂組織構造の進化
平川 有宇樹（学習院大・院自
然）

3aAG07
種子形成における胚が制
御する胚乳特異的遺伝子
発現
高崎 寛則1，Yilin Zhang1，丸山 
大輔2，戸田 絵梨香3,6，木下 温
子3，岡本 龍史3，大島 良美4，
光田 展隆4，高木 優1,5（1埼玉
大・院理工，2横浜市立大・理，
3東京都立大・理，4産総研，5台
湾成功大・生物，6東大・院理）

3aAH07
オオムギうどんこ病菌エ
フェクターAPEC1標的タ
ンパク質であるグリコー
ル酸オキシダーゼの機能
解析
小出 陽菜1，片山 貴博1，井上 
智絵1，香口 智宏1，小林 括平1，
山岡 直人1，西内 巧2，中神 弘
史3，八丈野 孝1（1愛媛大・院
農，2金沢大・学際セ，3マック
スプランク研）

3aAI07
気孔形成における細胞周
期を特異的に制御する
DREAM-like complexの
提案
峯田 敬斗1，野本 友司2，高塚 
大知2，西内 巧3，鈴木 孝征4，
Lucas Lang5，Maren Heese5，Arp 
Schnittger5，伊藤 正樹2（1金沢
大・院・自然科学・自然シス
テム学，2金沢大・理工・生命
理工，3金沢大・疾患モデル総
合研究センター，4中部大・院・
応用生物，5University of 
Hamburg）

3aAJ07
レトログレードシグナル
による核遺伝子発現のエ
ピジェネティック制御
猪瀬 碧1，平安山 昌史1，村上 
侑吾1，渡邊 美澄1，舩城 桐子1，
華岡 光正1,2,3（1千葉大・院園
芸・応用生命，2千葉大・院園
芸・植物生命，3千葉大・植物
分子セ）

10:30

10:45 10:45-11:15

3aSC04
被害植物から放出される
揮発性物質を介した生物
間相互作用
塩尻 かおり（龍大・農）

3aAD08
緑藻のC/Nストレス応答
におけるタンパク質リン
酸化酵素TAR1と
DYRKP1の機能比較
石川 拓海1，辻 敬典1，木下 あ
かり1，新川 はるか1,2，山野 隆
志1，福澤 秀哉1（1京大・院生
命，2石川県大・生物資源）

3aAE08
根の表皮細胞の活発な細
胞成長を駆動するメカニ
ズムの解明
高塚 大知1，柴田 美智太郎2，
高橋 直紀3，関 原明2，杉本 慶
子2,4，伊藤 正樹1，梅田 正明3 

（1金沢大学・生命理工，2理研・
環境資源科学研究センター， 
3奈良先端科学技術大学院大
学・先端科学技術研究科，4東
京大学大学院・理学系研究科・
生物科学専攻）

3aAG08
胚乳細胞における複合的
エピジェネティック抑制
機構と母性由来ゲノムに
よる種子発芽の制御
佐藤 輝1,3，Juan Santos-
González1，Claudia 
Köhler1,2（1スウェーデン農業
科学大学，2マックスプランク
分子植物生理学研究所，3現所
属 : 東京大学・新領域）

3aAH08
異なる温度環境がカブモ
ザイクウイルス感染にお
けるハクサンハタザオの
遺伝子発現応答に与える
影響
本庄 三恵1，榮村 奈緒子1,2，神
谷 麻梨1,3，工藤 洋1（1京大・
生態研セ，2鹿大・農，3京大・
iPS細胞研究財団）

3aAI08
鍵転写因子の発現パター
ン変化は気孔発生様式の
多様性を生み出せるか？
ドル 有生，古賀 皓之，塚谷 裕
一（東大・院理）

3aAJ08
Nicotiana benthamiana 
DCL欠損変異体の表現型
解析
渡邊 瑞輝1，元村 一基1,2，田原 
緑3，松本 建人1，宮﨑 光洋1，
福原 敏行4，竹田 篤史1（1立命
館大・院生命，2JST・さきがけ，
3立命館大・R-GIRO，4東京農
工大・院農）

10:45

11:00 10:55-11:20

3aSB05
珪藻ピレノイドの構成因
子とその機能
松田 祐介（関学大・生命環境）

3aAD09
マイクロ流路デバイスを
用いたmiRNAの検出によ
る栄養ストレス診断法の
開発
川勝 弥一，野田口 理孝（名
古屋大 生物機能開発利用研
究センター）

3aAE09
Discussion on the 
mechanism of selective 
growth of roots in shy2-
101 by fluorescence 
photography
Feiyang Lin1, Kang Xu1, Masaaki 
Watahiki1,2, Hidehiro Fukaki3

（1Grad. Sch. Life Sci., Hokkaido 
Univ., 2Fac. Sci, Hokkaido Univ., 
3Grad. Sch. of Sci., Kobe Univ.）

11:00-11:25

3aSF05
ペプチドホルモンの多様
な機能によるゼニゴケの
かたちづくり
篠原 秀文（福井県大・生物資
源）

3aAG09
シロイヌナズナにおける
ヒストン修飾H3K4me3
のライブイメージング解
析
松岡 慈1，坂本 卓也2，澁田 未
央3，佐藤 優子4，木村 宏4，松
永 幸大1（1東京大・院・新領域・
先端生命，2東京理科大・理工・
応用生物科学，3山形大・理， 
4東工大・科学技術創成研究
院）

3aAH09
ヒメツリガネゴケにおけ
るキチン誘導性細胞死変
異体（ccd1）の解析
市橋 武，安部 優希，太治 輝
昭，坂田 洋一，四井 いずみ（東
農大・バイオ）

3aAI09
分化過程におけるシロイ
ヌナズナ木部道管細胞の
原子間力顕微鏡解析
別所 歩武1，國枝 正1，川村 純
平1，岸田 佳祐1，細川 陽一郎2，
出村 拓1,3（1奈良先端大・バ
イオ，2奈良先端大・物質，3奈
良先端大・CDG）

3aAJ09
植物ミトコンドリアにお
けるシトクロムc成熟に
関わるmRNA編集とポリ
A付加の関係性について
間宮 章仁1,4，大塚 蔵嵩1，山本 
荷葉子1，小林 健人2，八木 祐
介2，中村 崇裕2，平山 隆志3，
深城 英弘4，杉山 宗隆1（1東大・
院理・生物科学，2九大・院・農・
生命機能，3岡山大・資源植物
研，4神戸大・院理・生物）

11:00

11:15 11:20-11:45

3aSB06
クロララクニオン藻のプ
ロテオームで紐解くピレ
ノイドの進化
平川 泰久（筑波大・生命環境）

11:15-11:45

3aSC05
気候変動下にある森林生
態系の分子フェノロジー
佐竹 暁子（九州大学大学院
理学研究院）

3aAD10
新規受容体キナーゼファ
ミリーによる老化開始調
節機構の解析
肥後 あすか，宇田 昂示，打田 
直行（名古屋大・遺伝子実験
施設）

3aAE10
鉄によって制御される新
たな植物の根の発達制御
機構の解析
太田 智通（名城大・植物分子
遺伝学）

3aAG10
ゼニゴケMpROS1a, 
MpROS1xによるDNA脱
メチル化制御
池田 陽子1，中村 光希2，十川 
太輔3，西浜 竜一4，山岡 尚平5，
荒木 崇5，河内 孝之5，大和 勝
幸3（1岡山大・資源植物科学
研究所，2岡山大・院・環境生
命，3近畿大・院・生物理工，4東
京理科大・理工・応用生物，5京
都大・院・生命）

休憩：若手奨励賞準備 3aAI10
木部道管細胞分化誘導系
における植物ホルモンの
効果
平 彩乃1，國枝 正1，出村 
拓1,2（1奈良先端大・バイオ，2奈
良先端大・CDG）

3aAJ10
シロイヌナズナのセント
ロメア配置制御に核膜孔
複合体が関与する
伊藤 ななみ1，坂本 卓也2，坂
本 勇貴3，松永 幸大1（1東大・
院・新領域・先端生命，2東理
大・理工・応用生物，3大阪大・
理・生物科学）

11:15
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シンポジウム
ピレノイド：植物の 
相分離オルガネラの 

カッティング・エッジ

シンポジウム
分子から探る植物-気候

フィードバック

環境応答
座長：	朽津 和幸 

丸田 隆典 
打田 直行

発生・形態形成
座長：	塚越 啓央 

田中 博和 
柿本 辰男

シンポジウム
細胞間コミュニケーショ

ンの多様性を探る 
エボシグナローム研究

生殖・ 
エピジェネティクス
座長：	宮城島 進也 

池田 陽子　 
安居 佑季子

植物微生物相互作用
座長：	西條 雄介 

八丈野 孝

細胞増殖・細胞分化
座長：	伊藤 正樹　 

朝比奈 雅志 
石田 喬志　

遺伝子発現制御・ 
ゲノム・プロテオーム
座長：	大谷 美沙都 

華岡 光正　 
福原 敏行　

10:30 10:30-10:55

3aSB04
二次共生を経た葉緑体ピ
レノイドと付属構造の形
態
田中 厚子（琉球大・理・海自）

3aAD07
バクテリア由来のArsシ
ステムによる植物環境浄
化技術の開発
大村 祐輝，平野 朋子，佐藤 雅
彦，出呂町 裕典（京府大・院
生生命環境科学）

3aAE07
植物の根の伸長を支える
新規転写ネットワーク
間瀨 皓介1，海士部 誉士1，鈴
木 伸崇1，神谷 蒋1，竹内 大河1，
鈴木 孝征2，中道 範人3，森上 
敦1，塚越 啓央1（1名城大・院
農学，2中部大・応用生物学， 
3名古屋大・院生命農学）

10:35-11:00

3aSF04
陸上植物におけるCLEペ
プチドファミリーの拡大
と分裂組織構造の進化
平川 有宇樹（学習院大・院自
然）

3aAG07
種子形成における胚が制
御する胚乳特異的遺伝子
発現
高崎 寛則1，Yilin Zhang1，丸山 
大輔2，戸田 絵梨香3,6，木下 温
子3，岡本 龍史3，大島 良美4，
光田 展隆4，高木 優1,5（1埼玉
大・院理工，2横浜市立大・理，
3東京都立大・理，4産総研，5台
湾成功大・生物，6東大・院理）

3aAH07
オオムギうどんこ病菌エ
フェクターAPEC1標的タ
ンパク質であるグリコー
ル酸オキシダーゼの機能
解析
小出 陽菜1，片山 貴博1，井上 
智絵1，香口 智宏1，小林 括平1，
山岡 直人1，西内 巧2，中神 弘
史3，八丈野 孝1（1愛媛大・院
農，2金沢大・学際セ，3マック
スプランク研）

3aAI07
気孔形成における細胞周
期を特異的に制御する
DREAM-like complexの
提案
峯田 敬斗1，野本 友司2，高塚 
大知2，西内 巧3，鈴木 孝征4，
Lucas Lang5，Maren Heese5，Arp 
Schnittger5，伊藤 正樹2（1金沢
大・院・自然科学・自然シス
テム学，2金沢大・理工・生命
理工，3金沢大・疾患モデル総
合研究センター，4中部大・院・
応用生物，5University of 
Hamburg）

3aAJ07
レトログレードシグナル
による核遺伝子発現のエ
ピジェネティック制御
猪瀬 碧1，平安山 昌史1，村上 
侑吾1，渡邊 美澄1，舩城 桐子1，
華岡 光正1,2,3（1千葉大・院園
芸・応用生命，2千葉大・院園
芸・植物生命，3千葉大・植物
分子セ）

10:30

10:45 10:45-11:15

3aSC04
被害植物から放出される
揮発性物質を介した生物
間相互作用
塩尻 かおり（龍大・農）

3aAD08
緑藻のC/Nストレス応答
におけるタンパク質リン
酸化酵素TAR1と
DYRKP1の機能比較
石川 拓海1，辻 敬典1，木下 あ
かり1，新川 はるか1,2，山野 隆
志1，福澤 秀哉1（1京大・院生
命，2石川県大・生物資源）

3aAE08
根の表皮細胞の活発な細
胞成長を駆動するメカニ
ズムの解明
高塚 大知1，柴田 美智太郎2，
高橋 直紀3，関 原明2，杉本 慶
子2,4，伊藤 正樹1，梅田 正明3 

（1金沢大学・生命理工，2理研・
環境資源科学研究センター， 
3奈良先端科学技術大学院大
学・先端科学技術研究科，4東
京大学大学院・理学系研究科・
生物科学専攻）

3aAG08
胚乳細胞における複合的
エピジェネティック抑制
機構と母性由来ゲノムに
よる種子発芽の制御
佐藤 輝1,3，Juan Santos-
González1，Claudia 
Köhler1,2（1スウェーデン農業
科学大学，2マックスプランク
分子植物生理学研究所，3現所
属 : 東京大学・新領域）

3aAH08
異なる温度環境がカブモ
ザイクウイルス感染にお
けるハクサンハタザオの
遺伝子発現応答に与える
影響
本庄 三恵1，榮村 奈緒子1,2，神
谷 麻梨1,3，工藤 洋1（1京大・
生態研セ，2鹿大・農，3京大・
iPS細胞研究財団）

3aAI08
鍵転写因子の発現パター
ン変化は気孔発生様式の
多様性を生み出せるか？
ドル 有生，古賀 皓之，塚谷 裕
一（東大・院理）

3aAJ08
Nicotiana benthamiana 
DCL欠損変異体の表現型
解析
渡邊 瑞輝1，元村 一基1,2，田原 
緑3，松本 建人1，宮﨑 光洋1，
福原 敏行4，竹田 篤史1（1立命
館大・院生命，2JST・さきがけ，
3立命館大・R-GIRO，4東京農
工大・院農）

10:45

11:00 10:55-11:20

3aSB05
珪藻ピレノイドの構成因
子とその機能
松田 祐介（関学大・生命環境）

3aAD09
マイクロ流路デバイスを
用いたmiRNAの検出によ
る栄養ストレス診断法の
開発
川勝 弥一，野田口 理孝（名
古屋大 生物機能開発利用研
究センター）

3aAE09
Discussion on the 
mechanism of selective 
growth of roots in shy2-
101 by fluorescence 
photography
Feiyang Lin1, Kang Xu1, Masaaki 
Watahiki1,2, Hidehiro Fukaki3

（1Grad. Sch. Life Sci., Hokkaido 
Univ., 2Fac. Sci, Hokkaido Univ., 
3Grad. Sch. of Sci., Kobe Univ.）

11:00-11:25

3aSF05
ペプチドホルモンの多様
な機能によるゼニゴケの
かたちづくり
篠原 秀文（福井県大・生物資
源）

3aAG09
シロイヌナズナにおける
ヒストン修飾H3K4me3
のライブイメージング解
析
松岡 慈1，坂本 卓也2，澁田 未
央3，佐藤 優子4，木村 宏4，松
永 幸大1（1東京大・院・新領域・
先端生命，2東京理科大・理工・
応用生物科学，3山形大・理， 
4東工大・科学技術創成研究
院）

3aAH09
ヒメツリガネゴケにおけ
るキチン誘導性細胞死変
異体（ccd1）の解析
市橋 武，安部 優希，太治 輝
昭，坂田 洋一，四井 いずみ（東
農大・バイオ）

3aAI09
分化過程におけるシロイ
ヌナズナ木部道管細胞の
原子間力顕微鏡解析
別所 歩武1，國枝 正1，川村 純
平1，岸田 佳祐1，細川 陽一郎2，
出村 拓1,3（1奈良先端大・バ
イオ，2奈良先端大・物質，3奈
良先端大・CDG）

3aAJ09
植物ミトコンドリアにお
けるシトクロムc成熟に
関わるmRNA編集とポリ
A付加の関係性について
間宮 章仁1,4，大塚 蔵嵩1，山本 
荷葉子1，小林 健人2，八木 祐
介2，中村 崇裕2，平山 隆志3，
深城 英弘4，杉山 宗隆1（1東大・
院理・生物科学，2九大・院・農・
生命機能，3岡山大・資源植物
研，4神戸大・院理・生物）

11:00

11:15 11:20-11:45

3aSB06
クロララクニオン藻のプ
ロテオームで紐解くピレ
ノイドの進化
平川 泰久（筑波大・生命環境）

11:15-11:45

3aSC05
気候変動下にある森林生
態系の分子フェノロジー
佐竹 暁子（九州大学大学院
理学研究院）

3aAD10
新規受容体キナーゼファ
ミリーによる老化開始調
節機構の解析
肥後 あすか，宇田 昂示，打田 
直行（名古屋大・遺伝子実験
施設）

3aAE10
鉄によって制御される新
たな植物の根の発達制御
機構の解析
太田 智通（名城大・植物分子
遺伝学）

3aAG10
ゼニゴケMpROS1a, 
MpROS1xによるDNA脱
メチル化制御
池田 陽子1，中村 光希2，十川 
太輔3，西浜 竜一4，山岡 尚平5，
荒木 崇5，河内 孝之5，大和 勝
幸3（1岡山大・資源植物科学
研究所，2岡山大・院・環境生
命，3近畿大・院・生物理工，4東
京理科大・理工・応用生物，5京
都大・院・生命）

休憩：若手奨励賞準備 3aAI10
木部道管細胞分化誘導系
における植物ホルモンの
効果
平 彩乃1，國枝 正1，出村 
拓1,2（1奈良先端大・バイオ，2奈
良先端大・CDG）

3aAJ10
シロイヌナズナのセント
ロメア配置制御に核膜孔
複合体が関与する
伊藤 ななみ1，坂本 卓也2，坂
本 勇貴3，松永 幸大1（1東大・
院・新領域・先端生命，2東理
大・理工・応用生物，3大阪大・
理・生物科学）

11:15
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シンポジウム
ピレノイド：植物の 
相分離オルガネラの 

カッティング・エッジ

シンポジウム
分子から探る植物-気候

フィードバック

環境応答
座長：	朽津 和幸 

丸田 隆典 
打田 直行

発生・形態形成
座長：	塚越 啓央 

田中 博和 
柿本 辰男

シンポジウム
細胞間コミュニケーショ

ンの多様性を探る 
エボシグナローム研究

生殖・ 
エピジェネティクス
座長：	宮城島 進也 

池田 陽子　 
安居 佑季子

植物微生物相互作用
座長：	川口 正代司

細胞増殖・細胞分化
座長：	伊藤 正樹　 

朝比奈 雅志 
石田 喬志　

遺伝子発現制御・ 
ゲノム・プロテオーム
座長：	大谷 美沙都 

華岡 光正　 
福原 敏行　

11:30 3aAD11
イネの種子登熟期のスト
レスによる米の品質低下
と品質制御におけるオー
トファジーの役割
花俣 繁1,2，町田 大輔3，手塚 紘
夢3，齋藤 誠志3，齋藤 輝3，麻
生 将史3，瀬良 ゆり2，金古 堅
太郎3，Marouane Baslam1，
Murat Aycan1，来須 孝光4，朽
津 和幸2，三ツ井 敏明1,3（1新
潟大・農，2東京理科大・理工・
応用生物科学，3新潟大院・自
然科学，4公立諏訪東京理科
大・工・機械電気工学）

3aAE11
膜交通因子 BEN2/VPS45 
の機能欠損個体の作成と
発生異常の解析
荻田 航佑，田中 博和（明治大・
院・農・生命）

11:25-11:55

3aSF06
ホルモンによる組織間コ
ミューニケーションを介
した発生調節機構：ショ
ウジョウバエを用いた研
究
岡本 直樹（筑波大・TARAセ
ンター）

3aAG11
2色咲品種ダリアの自然
発生RNA干渉機構におけ
るダイサーDCL4活性の
解析
栗山 和典1，大野 翔2，森山 裕
充1，福原 敏行1（1東京農工大
学大学院 連合農学研究科， 
2京都大学 農学研究科）

11:30-12:00

3aAH-AL1 若手奨励賞
窒素栄養環境に応答した
根粒共生制御機構の解明
西田 帆那（農研機構・生物機
能利用）

3aAI11
シロイヌナズナの異所的
な維管束細胞分化に対す
るANAC・DOF転写因子
の関与
朝比奈 雅志1,2，佐藤 良介1，松
岡 啓太1，田川 実樹1，大山 諒1，
柴田 恭美1，近藤 侑貴3，佐藤 
忍4（1帝京大・理工・バイオ，
2帝京大・先端機器分析セ，3神
戸大・院・理，4筑波大・生命
環境）

3aAJ11
陸上植物エチレン受容体
型ヒスチジンキナーゼに
おけるABA応答制御機能
の比較解析
佐々木 健人，鳥山 士，四井 い
ずみ，太治 輝昭，坂田 洋一（東
京農大・院・バイオ）

11:30

11:45 11:45-12:00
総合討論

11:45-12:00
まとめ
佐竹 暁子（九州大学大学院
理学研究院）

3aAE12
トランスゴルジ網に局在
する膜交通因子 BEN2/
VPS45 が関わる根の生
長制御の解析
深澤 成実1，藤﨑 翼2，田中 博
和2（1明治大・院・農・生命，2明
治大・農・生命）

11:55-12:00
総合討論・閉会
平川 有宇樹（学習院大・院自
然）

3aAI12
連続薄切片とPCを用い
た組織細胞の形態観察法
仁木 輝緒，幹 康，斉藤 進（ミ
キ音響）

3aAJ12
VLCFA 応答性転写因子
による根の成長制御メカ
ニズム
植村 優太1，木村 早央里1，太
田 智通1，堀田 一弘2，鈴木 孝
征3，森上 敦1，塚越 啓央1（1名
城大・院農学，2名城大・理
工，3中部大・応用生物）

11:45

12:00 12:00
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シンポジウム
ピレノイド：植物の 
相分離オルガネラの 

カッティング・エッジ

シンポジウム
分子から探る植物-気候

フィードバック

環境応答
座長：	朽津 和幸 

丸田 隆典 
打田 直行

発生・形態形成
座長：	塚越 啓央 

田中 博和 
柿本 辰男

シンポジウム
細胞間コミュニケーショ

ンの多様性を探る 
エボシグナローム研究

生殖・ 
エピジェネティクス
座長：	宮城島 進也 

池田 陽子　 
安居 佑季子

植物微生物相互作用
座長：	川口 正代司

細胞増殖・細胞分化
座長：	伊藤 正樹　 

朝比奈 雅志 
石田 喬志　

遺伝子発現制御・ 
ゲノム・プロテオーム
座長：	大谷 美沙都 

華岡 光正　 
福原 敏行　

11:30 3aAD11
イネの種子登熟期のスト
レスによる米の品質低下
と品質制御におけるオー
トファジーの役割
花俣 繁1,2，町田 大輔3，手塚 紘
夢3，齋藤 誠志3，齋藤 輝3，麻
生 将史3，瀬良 ゆり2，金古 堅
太郎3，Marouane Baslam1，
Murat Aycan1，来須 孝光4，朽
津 和幸2，三ツ井 敏明1,3（1新
潟大・農，2東京理科大・理工・
応用生物科学，3新潟大院・自
然科学，4公立諏訪東京理科
大・工・機械電気工学）

3aAE11
膜交通因子 BEN2/VPS45 
の機能欠損個体の作成と
発生異常の解析
荻田 航佑，田中 博和（明治大・
院・農・生命）

11:25-11:55

3aSF06
ホルモンによる組織間コ
ミューニケーションを介
した発生調節機構：ショ
ウジョウバエを用いた研
究
岡本 直樹（筑波大・TARAセ
ンター）

3aAG11
2色咲品種ダリアの自然
発生RNA干渉機構におけ
るダイサーDCL4活性の
解析
栗山 和典1，大野 翔2，森山 裕
充1，福原 敏行1（1東京農工大
学大学院 連合農学研究科， 
2京都大学 農学研究科）

11:30-12:00

3aAH-AL1 若手奨励賞
窒素栄養環境に応答した
根粒共生制御機構の解明
西田 帆那（農研機構・生物機
能利用）

3aAI11
シロイヌナズナの異所的
な維管束細胞分化に対す
るANAC・DOF転写因子
の関与
朝比奈 雅志1,2，佐藤 良介1，松
岡 啓太1，田川 実樹1，大山 諒1，
柴田 恭美1，近藤 侑貴3，佐藤 
忍4（1帝京大・理工・バイオ，
2帝京大・先端機器分析セ，3神
戸大・院・理，4筑波大・生命
環境）

3aAJ11
陸上植物エチレン受容体
型ヒスチジンキナーゼに
おけるABA応答制御機能
の比較解析
佐々木 健人，鳥山 士，四井 い
ずみ，太治 輝昭，坂田 洋一（東
京農大・院・バイオ）

11:30

11:45 11:45-12:00
総合討論

11:45-12:00
まとめ
佐竹 暁子（九州大学大学院
理学研究院）

3aAE12
トランスゴルジ網に局在
する膜交通因子 BEN2/
VPS45 が関わる根の生
長制御の解析
深澤 成実1，藤﨑 翼2，田中 博
和2（1明治大・院・農・生命，2明
治大・農・生命）

11:55-12:00
総合討論・閉会
平川 有宇樹（学習院大・院自
然）

3aAI12
連続薄切片とPCを用い
た組織細胞の形態観察法
仁木 輝緒，幹 康，斉藤 進（ミ
キ音響）

3aAJ12
VLCFA 応答性転写因子
による根の成長制御メカ
ニズム
植村 優太1，木村 早央里1，太
田 智通1，堀田 一弘2，鈴木 孝
征3，森上 敦1，塚越 啓央1（1名
城大・院農学，2名城大・理
工，3中部大・応用生物）

11:45

12:00 12:00
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理事会主催シンポジウム
植物×異分野 

 （異分野融合のススメ）

シンポジウム
植物の多彩な生殖戦略を
支える制御機構～もう一
度花成を考えてみる～

環境応答
座長：	経塚 淳子 

上田 晴子 
木下 俊則

発生・形態形成
座長：	相田 光宏　 

植田 美那子 
池内 桃子　

生殖・ 
エピジェネティクス
座長：	大和 勝幸　 

海老根 一生 
井川 智子　

植物微生物相互作用
座長：	柏山 祐一郎 

川口 正代司

細胞増殖・細胞分化
座長：	杉山 宗隆 

石川 雅樹

遺伝子発現制御・ 
ゲノム・プロテオーム

座長：	竹中 瑞樹 
中野 雄司

13:30 13:30-13:35
はじめに

13:35-14:05

3pSB01
化学と植物学の融合̶人
との出会いで生まれる発
見̶
上田 彩果（名古屋大・院理）

13:30-13:35
はじめに
阿部 光知（東京大・院総合文
化）

13:35-14:00

3pSC01
短日性アオウキクサの花
成限界日長が日本で多様
化する理由とその分子機
構
村中 智明1，伊藤 照悟2，工藤 
洋3，小山 時隆2（1鹿児島大・
農学，2京都大学・院理学，3京
都大学・生態研セ）

3pAD01
苔類ゼニゴケにおけるKL
信号伝達の下流因子探索
熊谷 風杜，鈴木 秀政，小松 愛
乃，児玉 恭一，経塚 淳子（東
北大・院生命）

3pAE01
受精卵の細胞内動態と転
写制御から探る上下軸形
成の制御機構
木全 祐資1，白石 尚也1，中村 
聡汰1，安野 夏彦2，鈴木 孝征3，
水谷 未耶4,5，金岡 雅浩4,5，東
山 哲也6，植田 美那子1（1東北
大・院・生命科学，2東北大・
理学部，3中部大・応用生物， 
4名古屋大・院・理，5名古屋大・
ITbM，6東京大・院・理）

3pAG01
ゼニゴケ（Marchantia 
polymorpha）の精子走化
性におけるEF-handタン
パク質遺伝子MpCAPSの
機能解析
森田 瑞生1，大和 勝幸2（1近畿
大・院生物工学，2近畿大・生
物工学）

3pAH01
ミヤコグサ根微生物群集
に対するQTLマッピング
番場 大1，Turgut Y. Akyol2，
Johan Quilbe2，Stig U. 
Andersen2，佐藤 修正1（1東北
大・院・生命，2オーフス大・
分子遺伝生物）

3pAI01
γ線照射によるシュート
再生能力向上のメカニズ
ム解析
橋正 隆平1，佐藤 輝1，坂本 卓
也2，坂本 勇貴4，鈴木 孝征3，
松永 幸大1（1東大・新領域・
先端生命，2東理大・理工・応
用生物，3中部大・院・応用生
物，4大阪大・理学・生物科学）

3pAJ01
シロイヌナズナ幼苗が初
めて光を受容した時のリ
ボソーム関連遺伝子の翻
訳についての解析
赤木 千佳1,2，栗原 志夫2，蒔田 
由布子2，河内 正治2，柘植 知
彦1，青山 卓史1，松井 南2（1京
大・ICR，2理研・横浜）

13:30

13:45 3pAD02
サイトカイニンによるタ
イ類ゼニゴケの栄養繁殖
制御
小松 愛乃1，藤林 瑞季2，細矢 
福多郎2，熊谷 風杜1，鈴木 秀
政1，児玉 恭一1，竹林 裕美子3，
小嶋 美紀子3，榊原 均4，経塚 
淳子1（1東北大・院生命科学，
2東北大・理，3理研・CSRS，4名
大・院生命農学）

3pAE02
ライブイメージングに基
づいた数理モデル化で迫
るシロイヌナズナ受精卵
の細胞伸長機構
中川 朔未1，植田 美那子1,2，松
本 光梨2，檜垣 匠3，津川 暁4，
石本 志高4，野々山 朋信4，康 
子辰4（1東北大・理，2東北大・
院生命科学，3熊本 ・大
IROAST，4秋県大・システム）

3pAG02
ゼニゴケの精子誘引機構
におけるPlasma 
Membrane Ca2+-ATPase
の機能解析
宮崎 まどか1，平尾 聖2，十川 
太輔1，大和 勝幸2（1近大・院・
生物理工，2近大・生物理工）

3pAH02
根粒菌 III型エフェクター
が制御するミヤコグサの
根粒共生
川原田 泰之（岩手大・農学）

3pAI02
シロイヌナズナの温度感
受性変異体 rgd3とその抑
圧変異体を用いたTBP関
連因子BTAF1の解析
米倉 崇晃1，森川 龍2，津島 彰
吾2，森中 初音3，間宮 章仁4，
杉山 宗隆1（1東京大・院・理，
2東京大・理学部，3理研・
CSRS，4神戸大・院・理）

3pAJ02
植物個体における
CRISPR/Cas9誘発性の1
細胞生物発光レポーター
系の構築
上野 稜平，伊藤 照悟，小山 時
隆（京都大・院理学・生物科学）

13:45

14:00 14:05-14:35

3pSB02
「植物学×空間構造工学」
の着地点
出村 拓（奈良先端大・CDG）

14:00-14:25

3pSC02
温度変動から読み解く季
節性花成応答の分子メカ
ニズム
久保田 茜1，尾崎 友亮1，村中 
智明2，永野 淳3，遠藤 求1，今
泉 貴登4（1奈良先端大・バイ
オ，2鹿児島大・農，3龍谷大・
農，4ワシントン大・生物）

3pAD03
Functions of SMXL genes 
in KAI2-signaling 
pathway in 
Physcomitrium patens . 
Yi Luo, Yuki Hata, Ayano 
Fujimura, Junko Kyozuka（Grad. 
Sch. Sci., Univ. Tohoku）

3pAE03
胚頂端部におけるオーキ
シンシグナリングの多層
的制御
山田 瑞樹1，井本 彩愛2，Sri 
Imriani Pulungan1，田中 俊介1，
宮崎 竜也1，相田 光宏1（1熊本
大・国際先端機構，2奈良先端
大・バイオ）

3pAG03
アブラナ科植物の花粉管
誘導過程における異種と
同種を見分ける認証機構
の解析
長江 拓也1，武内 秀憲2，水多 
陽子2,3，東山 哲也4（1名大・院・
理，2名大・ITbM，3名大・高等
研究院，4東大・院・理）

3pAH03
根粒の着生を抑えるシグ
ナル伝達のミヤコグサに
おける生理的な意義
川出 健介1,2,3，杉浦 大輔4，及
川 彰3,5，川口 正代司1,2（1基生
研，2総研大・生命科学，3理研 
CSRS，4名大・院・生命農学，5京
大・院・農）

3pAI03
シュート再生能の獲得に
関与するエピジェネ
ティック制御因子の機能
解析
右橋 雅子1，坂本 卓也2，大矢 
恵代3，稲垣 宗一3，鈴木 穣4，
角谷 徹仁3,5，松永 幸大1（1東
大・院・新領域・先端生命，2東
理大・理工・応用生物，3東大・
院・理・生物，4東大・院・新領
域・メディカル情報，5遺伝研）

3pAJ03
Silene属の全ゲノム比較
進化解析から紐解く性染
色体と性決定因子群の成
立
藤田 尚子1，白澤 健太2，牛島 
幸一郎1，赤木 剛士1（1岡山大・
院環境生命科学，2かずさ
DNA研究所）

14:00

14:15 3pAD04
食虫植物モウセンゴケに
おける高速カルシウムシ
グナル伝達
瀬上 紹嗣1,2，Palfalvi Gergo1,2，
棚瀬 邦明2,5，下村 拓史3，陳 鵬
2，松田 陸玖2,5，須田 啓2,4，張 
列弛1，大井 祥子1，真野 弘明
1,2，重信 秀次1,2，豊田 正嗣4，
長谷部 光泰1,2（1基生研，2総
研大，3生理研，4埼大・院理工
学，5名古屋大・院理学）

3pAE04
An activity of phytoene 
desaturase negatively 
regulates auxin 
biosynthesis and 
signaling
Kang Xu1, Emi Yumoto2, 
Masashi Asahina2,3, Ken-ichiro 
Hayashi4, Takehide Kato5, Miyo 
Morita(Terao)6, Hidehiro 
Fukaki7, Hisashi Ito8, Masaaki 
Watahiki1,9（1Grad. Sch. Life., 
Univ. Hokkaido, 2Adv. Inst. Anal. 
Center., Univ. Teikyo, 3Dept. 
Biosci., Univ. Teikyo, 4Dept. 
Biochem., Univ. Okayama of 
Science, 5Div. Bio. Sci., Grad. 
Sch. Sci. Tech., NAIST, 6NIBB, 
7Grad. Sch. Sci., Univ. Kobe, 
8Inst. Low Temp. Sci., Univ. 
Hokkaido, 9Div. BioSci., Fac. 
Sci., Univ. Hokkaido）

3pAG04
ソテツの受精機構解明に
向けた単離精子の顕微操
作解析法の開発
外山 侑穂1，奥田 哲弘1，鈴木 
孝征2，吉田 大和1，東山 哲也1

（1東大・院・理，2中部大・応用
生物）

3pAH04
根粒共生に関わるシス
-トランス異性化酵素
Cyclophilinの機能解析
後藤 崇支1,2，川口 正代司1,2 

（1総研大・生命科学，2基生研・
共生システム）

3pAI04
トレニアの表皮起源直接
シュート再生におけるシ
ングルセルレベルでのト
ランスクリプトーム解析
森中 初音1，石 東博2，河村 彩
子1，間宮 章仁3，玉置 裕章4，
鈴木 孝征5，岩瀬 哲1，東山 哲
也4，杉山 宗隆4，杉本 慶子1 

（1理研・CSRS，2ポツダム大学・
生化学 -生物学研究所，3神戸
大・院・理・生物，4東京大・院・
理・生物科学，5中部大・応用
生物・応用生物化学）

3pAJ04
単一細胞レベルの局所加
熱でキメラ根組織を自在
に誘導するためのデータ
駆動型アプローチ
友井 拓実1,2,3，爲重 才覚4,5，坂
本 丞3,6,9，立松 圭7，別役 重之8，
亀井 保博3,9（1宇都宮大・イ
ノベーション支援，2宇都宮
大・工，3基生研・生命熱動態，
4横市大・木原生研，5奈良先端
大・バイオ，6ExCELLS・バイ
オフォトニクス，7基生研・植
物器官形成学，8龍谷大・農，9

基生研・バイオイメ）

14:15
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理事会主催シンポジウム
植物×異分野 

 （異分野融合のススメ）

シンポジウム
植物の多彩な生殖戦略を
支える制御機構～もう一
度花成を考えてみる～

環境応答
座長：	経塚 淳子 

上田 晴子 
木下 俊則

発生・形態形成
座長：	相田 光宏　 

植田 美那子 
池内 桃子　

生殖・ 
エピジェネティクス
座長：	大和 勝幸　 

海老根 一生 
井川 智子　

植物微生物相互作用
座長：	柏山 祐一郎 

川口 正代司

細胞増殖・細胞分化
座長：	杉山 宗隆 

石川 雅樹

遺伝子発現制御・ 
ゲノム・プロテオーム

座長：	竹中 瑞樹 
中野 雄司

13:30 13:30-13:35
はじめに

13:35-14:05

3pSB01
化学と植物学の融合̶人
との出会いで生まれる発
見̶
上田 彩果（名古屋大・院理）

13:30-13:35
はじめに
阿部 光知（東京大・院総合文
化）

13:35-14:00

3pSC01
短日性アオウキクサの花
成限界日長が日本で多様
化する理由とその分子機
構
村中 智明1，伊藤 照悟2，工藤 
洋3，小山 時隆2（1鹿児島大・
農学，2京都大学・院理学，3京
都大学・生態研セ）

3pAD01
苔類ゼニゴケにおけるKL
信号伝達の下流因子探索
熊谷 風杜，鈴木 秀政，小松 愛
乃，児玉 恭一，経塚 淳子（東
北大・院生命）

3pAE01
受精卵の細胞内動態と転
写制御から探る上下軸形
成の制御機構
木全 祐資1，白石 尚也1，中村 
聡汰1，安野 夏彦2，鈴木 孝征3，
水谷 未耶4,5，金岡 雅浩4,5，東
山 哲也6，植田 美那子1（1東北
大・院・生命科学，2東北大・
理学部，3中部大・応用生物， 
4名古屋大・院・理，5名古屋大・
ITbM，6東京大・院・理）

3pAG01
ゼニゴケ（Marchantia 
polymorpha）の精子走化
性におけるEF-handタン
パク質遺伝子MpCAPSの
機能解析
森田 瑞生1，大和 勝幸2（1近畿
大・院生物工学，2近畿大・生
物工学）

3pAH01
ミヤコグサ根微生物群集
に対するQTLマッピング
番場 大1，Turgut Y. Akyol2，
Johan Quilbe2，Stig U. 
Andersen2，佐藤 修正1（1東北
大・院・生命，2オーフス大・
分子遺伝生物）

3pAI01
γ線照射によるシュート
再生能力向上のメカニズ
ム解析
橋正 隆平1，佐藤 輝1，坂本 卓
也2，坂本 勇貴4，鈴木 孝征3，
松永 幸大1（1東大・新領域・
先端生命，2東理大・理工・応
用生物，3中部大・院・応用生
物，4大阪大・理学・生物科学）

3pAJ01
シロイヌナズナ幼苗が初
めて光を受容した時のリ
ボソーム関連遺伝子の翻
訳についての解析
赤木 千佳1,2，栗原 志夫2，蒔田 
由布子2，河内 正治2，柘植 知
彦1，青山 卓史1，松井 南2（1京
大・ICR，2理研・横浜）

13:30

13:45 3pAD02
サイトカイニンによるタ
イ類ゼニゴケの栄養繁殖
制御
小松 愛乃1，藤林 瑞季2，細矢 
福多郎2，熊谷 風杜1，鈴木 秀
政1，児玉 恭一1，竹林 裕美子3，
小嶋 美紀子3，榊原 均4，経塚 
淳子1（1東北大・院生命科学，
2東北大・理，3理研・CSRS，4名
大・院生命農学）

3pAE02
ライブイメージングに基
づいた数理モデル化で迫
るシロイヌナズナ受精卵
の細胞伸長機構
中川 朔未1，植田 美那子1,2，松
本 光梨2，檜垣 匠3，津川 暁4，
石本 志高4，野々山 朋信4，康 
子辰4（1東北大・理，2東北大・
院生命科学，3熊本 ・大
IROAST，4秋県大・システム）

3pAG02
ゼニゴケの精子誘引機構
におけるPlasma 
Membrane Ca2+-ATPase
の機能解析
宮崎 まどか1，平尾 聖2，十川 
太輔1，大和 勝幸2（1近大・院・
生物理工，2近大・生物理工）

3pAH02
根粒菌 III型エフェクター
が制御するミヤコグサの
根粒共生
川原田 泰之（岩手大・農学）

3pAI02
シロイヌナズナの温度感
受性変異体 rgd3とその抑
圧変異体を用いたTBP関
連因子BTAF1の解析
米倉 崇晃1，森川 龍2，津島 彰
吾2，森中 初音3，間宮 章仁4，
杉山 宗隆1（1東京大・院・理，
2東京大・理学部，3理研・
CSRS，4神戸大・院・理）

3pAJ02
植物個体における
CRISPR/Cas9誘発性の1
細胞生物発光レポーター
系の構築
上野 稜平，伊藤 照悟，小山 時
隆（京都大・院理学・生物科学）

13:45

14:00 14:05-14:35

3pSB02
「植物学×空間構造工学」
の着地点
出村 拓（奈良先端大・CDG）

14:00-14:25

3pSC02
温度変動から読み解く季
節性花成応答の分子メカ
ニズム
久保田 茜1，尾崎 友亮1，村中 
智明2，永野 淳3，遠藤 求1，今
泉 貴登4（1奈良先端大・バイ
オ，2鹿児島大・農，3龍谷大・
農，4ワシントン大・生物）

3pAD03
Functions of SMXL genes 
in KAI2-signaling 
pathway in 
Physcomitrium patens . 
Yi Luo, Yuki Hata, Ayano 
Fujimura, Junko Kyozuka（Grad. 
Sch. Sci., Univ. Tohoku）

3pAE03
胚頂端部におけるオーキ
シンシグナリングの多層
的制御
山田 瑞樹1，井本 彩愛2，Sri 
Imriani Pulungan1，田中 俊介1，
宮崎 竜也1，相田 光宏1（1熊本
大・国際先端機構，2奈良先端
大・バイオ）

3pAG03
アブラナ科植物の花粉管
誘導過程における異種と
同種を見分ける認証機構
の解析
長江 拓也1，武内 秀憲2，水多 
陽子2,3，東山 哲也4（1名大・院・
理，2名大・ITbM，3名大・高等
研究院，4東大・院・理）

3pAH03
根粒の着生を抑えるシグ
ナル伝達のミヤコグサに
おける生理的な意義
川出 健介1,2,3，杉浦 大輔4，及
川 彰3,5，川口 正代司1,2（1基生
研，2総研大・生命科学，3理研 
CSRS，4名大・院・生命農学，5京
大・院・農）

3pAI03
シュート再生能の獲得に
関与するエピジェネ
ティック制御因子の機能
解析
右橋 雅子1，坂本 卓也2，大矢 
恵代3，稲垣 宗一3，鈴木 穣4，
角谷 徹仁3,5，松永 幸大1（1東
大・院・新領域・先端生命，2東
理大・理工・応用生物，3東大・
院・理・生物，4東大・院・新領
域・メディカル情報，5遺伝研）

3pAJ03
Silene属の全ゲノム比較
進化解析から紐解く性染
色体と性決定因子群の成
立
藤田 尚子1，白澤 健太2，牛島 
幸一郎1，赤木 剛士1（1岡山大・
院環境生命科学，2かずさ
DNA研究所）

14:00

14:15 3pAD04
食虫植物モウセンゴケに
おける高速カルシウムシ
グナル伝達
瀬上 紹嗣1,2，Palfalvi Gergo1,2，
棚瀬 邦明2,5，下村 拓史3，陳 鵬
2，松田 陸玖2,5，須田 啓2,4，張 
列弛1，大井 祥子1，真野 弘明
1,2，重信 秀次1,2，豊田 正嗣4，
長谷部 光泰1,2（1基生研，2総
研大，3生理研，4埼大・院理工
学，5名古屋大・院理学）

3pAE04
An activity of phytoene 
desaturase negatively 
regulates auxin 
biosynthesis and 
signaling
Kang Xu1, Emi Yumoto2, 
Masashi Asahina2,3, Ken-ichiro 
Hayashi4, Takehide Kato5, Miyo 
Morita(Terao)6, Hidehiro 
Fukaki7, Hisashi Ito8, Masaaki 
Watahiki1,9（1Grad. Sch. Life., 
Univ. Hokkaido, 2Adv. Inst. Anal. 
Center., Univ. Teikyo, 3Dept. 
Biosci., Univ. Teikyo, 4Dept. 
Biochem., Univ. Okayama of 
Science, 5Div. Bio. Sci., Grad. 
Sch. Sci. Tech., NAIST, 6NIBB, 
7Grad. Sch. Sci., Univ. Kobe, 
8Inst. Low Temp. Sci., Univ. 
Hokkaido, 9Div. BioSci., Fac. 
Sci., Univ. Hokkaido）

3pAG04
ソテツの受精機構解明に
向けた単離精子の顕微操
作解析法の開発
外山 侑穂1，奥田 哲弘1，鈴木 
孝征2，吉田 大和1，東山 哲也1

（1東大・院・理，2中部大・応用
生物）

3pAH04
根粒共生に関わるシス
-トランス異性化酵素
Cyclophilinの機能解析
後藤 崇支1,2，川口 正代司1,2 

（1総研大・生命科学，2基生研・
共生システム）

3pAI04
トレニアの表皮起源直接
シュート再生におけるシ
ングルセルレベルでのト
ランスクリプトーム解析
森中 初音1，石 東博2，河村 彩
子1，間宮 章仁3，玉置 裕章4，
鈴木 孝征5，岩瀬 哲1，東山 哲
也4，杉山 宗隆4，杉本 慶子1 

（1理研・CSRS，2ポツダム大学・
生化学 -生物学研究所，3神戸
大・院・理・生物，4東京大・院・
理・生物科学，5中部大・応用
生物・応用生物化学）

3pAJ04
単一細胞レベルの局所加
熱でキメラ根組織を自在
に誘導するためのデータ
駆動型アプローチ
友井 拓実1,2,3，爲重 才覚4,5，坂
本 丞3,6,9，立松 圭7，別役 重之8，
亀井 保博3,9（1宇都宮大・イ
ノベーション支援，2宇都宮
大・工，3基生研・生命熱動態，
4横市大・木原生研，5奈良先端
大・バイオ，6ExCELLS・バイ
オフォトニクス，7基生研・植
物器官形成学，8龍谷大・農，9

基生研・バイオイメ）

14:15
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理事会主催シンポジウム
植物×異分野 

 （異分野融合のススメ）

シンポジウム
植物の多彩な生殖戦略を
支える制御機構～もう一
度花成を考えてみる～

環境応答
座長：	経塚 淳子 

上田 晴子 
木下 俊則

発生・形態形成
座長：	相田 光宏　 

植田 美那子 
池内 桃子　

生殖・ 
エピジェネティクス
座長：	大和 勝幸　 

海老根 一生 
井川 智子　

植物微生物相互作用
座長：	柏山 祐一郎 

川口 正代司

細胞増殖・細胞分化
座長：	杉山 宗隆 

石川 雅樹

遺伝子発現制御・ 
ゲノム・プロテオーム

座長：	竹中 瑞樹 
中野 雄司

14:30 14:35-15:05

3pSB03
「アウェイ」を大切にす
る
佐竹 暁子（九州大学大学院
理学研究院）

14:25-14:50

3pSC03
ウキクサ植物の個体間花
成誘導コミュニケーショ
ン
磯田 珠奈子，小山 時隆（京大・
理）

3pAD05
シロイヌナズナ花茎のス
トレートニング機構に関
わる細胞の探索　～変異
型ACTIN8/FIZ1を用いた
解析～
三宅 唯月1，八木 宏樹1,2，豊倉 
浩一3，嶋田 知生4，西村 いく
こ2，上田 晴子1,2（1甲南大・院・
自然科学，2甲南大・理工，3グ
ランドグリーン (株 )，4京大・
院・理）

3pAE05
シロイヌナズナにおいて
シュート再生を抑制する
WOX13の機能解析
小倉 菜緒1，池内 桃子2（1新潟
大・自然科学，2奈良先端大・
バイオ）

3pAG05
ライブイメージングを基
盤とした配偶子接着分子
の解析
中島 耕大1，ヴァランシー ク
ラリー 2，栗原 大輔3,4，佐々木 
成江5，ポドヴィレヴィッチ 
ベンジャミン2，東山 哲也1 

（1東大・院・理，2Technion，
3JST・さきがけ，4名大・ITbM，
5お茶の水女子大・ジェンダー
ドイノベーション）

3pAH05
水生植物に付着するMn
酸化細菌株の特徴付け
原田 英美子1，奥井 啓介1，森 
裕基1，長谷川 博1，永川 栄泰2，
黒沢 高秀3（1滋賀県大・環境
科学，2都産技研，3福島大・共
生システム理工）

3pAI05
細胞運命転換を制御する
STEMIN1転写因子の作用
機序の解析
石川 雅樹1,2，Ruan De 
Villiers1,2，長谷部 光泰1,2（1基
生研・生物進化，2総研大・生
命科学）

3pAJ05
深層学習による植物種を
横断する高蓄積性small 
RNAパターンの予測
榎 那津美1，藤田 尚子1，内田 
誠一2，赤木 剛士1（1岡山大・
院環境生命科学，2九州大・院
システム情報科学）

14:30

14:45 14:50-15:15

3pSC04
フロリゲン複合体の可視
化によって見えてきたこ
と
阿部 光知（東京大・院総合文
化）

3pAD06
側枝の伸長角度制御に関
わるシロイヌナズナ
TILLER ANGLE 
CONTROL 1の解析
川本 望，西村 岳志，森田（寺
尾） 美代（基礎生物学研究所）

3pAE06
根とシュートの成長・発
生に異常を示すシロイヌ
ナズナamb変異体におけ
るDNA損傷応答の解析
村岡 涼子，間宮 章仁，近藤 侑
貴，石崎 公庸，深城 英弘（神
戸大・院・理）

3pAG06
雄性受精因子GCS1の相
互作用因子の探索と解析
（1）
三室 周1，柳川 由紀1,2，杉本 迅
1，高橋 太郎3，井川 智子1,4 

（1千葉大・院園芸学，2理研・
CSRS，3農研機構・果茶研，4千
葉大・植物分子科学研究セン
ター）

3pAH06
広範な真核生物に保存さ
れた新規クロロフィル代
謝遺伝子候補の機能解析
柏山 祐一郎1，中澤 昌美2，谷
藤 吾朗3（1福井工大・院・工
学，2大阪公立大・院・農，3国
立科博・動物）

3pAI06
シロイヌナズナ体細胞胚
誘導の分子メカニズム
岩瀬 哲1,4，森中 初音1，竹林 有
理佳1，河村 彩子1，鈴木 孝征2，
石 東博3,4，杉本 慶子1,5（1理研・
環境資源科学，2中部大・応用
生物，3ポツダム大　生化学・
生物学研究所，4JSTさきがけ，
5東大・生物科学）

3pAJ06
クロレラゲノム配列の更
新と重イオンビーム誘導
変異体の染色体再編成の
解析
石井 公太郎1,2，浅野 円花3，阿
部 知子2，河野 重行3（1量研機
構・放医研，2理研・仁科セン
ター，3東京大・院・新領域）

14:45

15:00 15:05-15:35

3pSB04
植物×人間拡張工学̶異
分野「研究者」の融合
中島 敬二（奈良先端大・先端
科学技術研究科）

3pAD07
排水組織からの溢泌を介
したタンパク質排出機構
八木 宏樹1,2，吉田 善葵1，三原 
衣織1，西村 いくこ1，上田 晴
子1,2（1甲南大・理工，2甲南大・
院・自然科学）

3pAE07
トコンの不定芽形成制御
因子に関する研究
岡崎 夏鈴1，渡邊 早智2，小池 
衣茉莉1，川田 紘次郎3，山口 
勝司4，伊藤 晋作5，中村 英光3，
重信 秀治4，浅見 忠男3，下村 
講一郎1，梅原 三貴久1,2（1東
洋大院・生命科，2東洋大・生
命科・応用生物，3東大院・農
生科，4基生研・超階層生物・
トランスオミクス，5東農大・
生命科・バイオ）

3pAG07
雄性受精因子GCS1の相
互作用因子の探索と解析
（2）
杉本 迅1，柳川 由紀1,2，高橋 太
郎3，井川 智子1,4（1千葉大・院
園芸学，2理研・CSRS，3農研機
構・果茶研，4千葉大・植物分
子科学研究センター）

3pAH07
NBRPトマトが保有する
EMS変異体プールに見い
だされるトライコーム形
成変異体の遺伝学的解析
杉本 貢一，藤森 陽子，江面 浩
（筑波大・つくば機能植物イ
ノベーション研究センター）

3pAI07
ゼニゴケのタンパク質リ
ン酸化酵素MpYAK1は栄
養生殖，生殖器誘導およ
び窒素欠乏応答の制御に
関与する
新川 はるか1，梶川 昌孝2，古
谷 朋之3，西浜 竜一4，塚谷 裕
一5，河内 孝之6，福澤 秀哉6 

（1石川県立大・資源研，2近大・
生物理工，3立命館大・生命科
学，4東京理科大・理工，5東大・
院・理，6京大・院・生命）

3pAJ07
マメ科木本植物イナゴマ
メのde novoゲノム解析
阿久津 光紹1，篠澤 章久2，坂
田 洋一2，日渡 祐二1（1宮城大・
院食産業学，2東京農大・生命
科学）

15:00

15:15 15:15-15:40

3pSC05
Negative long-day plant
であるイチゴ（Fragaria 
spp.）の花成について
黒倉 健（宇都宮大・農学）

3pAD08
タイプ2Cプロテインホス
ファターゼD clade
（PP2C.D）による孔辺細
胞細胞膜プロトンポンプ
の脱リン酸化
木下 俊則（名古屋大・トラン
スフォーマティブ生命分子研
究所）

3pAE08
非PGR下での植物体再生
システムの構築と汎用性
拡大の評価
小山 翔平1，佐藤 優加1，
Berbudi Bintang Pratama1，井川 
智子1,2（1千葉大・院園芸学，2千
葉大・植物分子科学研究セン
ター）

3pAG08
花粉におけるPICALM2メ
ンバーの機能解析
海老根 一生1,2，藤本 優3，室 啓
太4，武内 秀憲5，東山 哲也6，
上田 貴史1,2（1基生研・細胞
動態，2総研大・生命科学，3東
大・院農，4大阪公大・院農，5名
大・ITBM，6東大・院理）

3pAI08
エタノール添加と
Euglena gracilis細胞の沈
降速度の関係
髙橋 優（明大院・農・農化）

3pAJ08
シロイヌナズナにおける
in planta超速高効率塩基
編集法
片山 健太，寺本 潤，田岡 健一
郎，西田 敬二，近藤 昭彦（神
戸大・先端バイオ）

15:15

15:30 15:35-15:50
総合討論

3pAD09
ソラマメ孔辺細胞におい
てABA依存的にリン酸化
されるbHLH型転写因子
の同定と機能解析
林 優紀1，高橋 洋平2，桑田 啓
子2，鈴木 孝征3，木下 俊則1,2 

（1名大・院理・生命，2名大・
WPI-ITbM，3中部大・応用生
物）

3pAE09
メタボローム解析を用い
た細胞数と細胞サイズの
協調性を担う鍵代謝産物
群の同定
多部田 弘光1,2,3，佐藤 心郎2，
郡司 玄1，塚谷 裕一4，平井 優
美2，フェルジャニ アリ1（1学
芸大・院・教育，2理研CSRS， 
3東大・院・総合文化，4東大・
院・理学）

3pAG09
Dynamics of symplasmic 
connections during 
mitosis-meiosis transition 
in rice anthers
Harsha Somashekar1,2, Keiko 
Takanami3, Rie Hiratsuka4, 
Ken-Ichi Nonomura1,2（1Plant 
Cytogenetics, Natl. Inst. Genet., 
2Sch. Life Sci., SOKENDAI, 
3Dept. Env. Health, Fac. Human 
Life Env. Sci., Natl. Nara 
Women’s Univ., 4Fac. Med. Sch. 
Med., Jikei Univ. Sch. Medicine）

3pAJ09
植物ゲノム情報ポータル
サイト「Plant GARDEN」
の改訂（2022年度・第2
四半期版）
市原 寿子1，平川 英樹1，小原 
光代1，山田 学1，白澤 沙知子1，
中村 保一1，田村 卓郎2，中谷 
明弘3，田畑 哲之1，磯部 祥子1

（1かずさDNA研究所，2筑波
大・プレシジョンメディスン
開発研究センター，3東大・新
領域創成科学）

15:30
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理事会主催シンポジウム
植物×異分野 

 （異分野融合のススメ）

シンポジウム
植物の多彩な生殖戦略を
支える制御機構～もう一
度花成を考えてみる～

環境応答
座長：	経塚 淳子 

上田 晴子 
木下 俊則

発生・形態形成
座長：	相田 光宏　 

植田 美那子 
池内 桃子　

生殖・ 
エピジェネティクス
座長：	大和 勝幸　 

海老根 一生 
井川 智子　

植物微生物相互作用
座長：	柏山 祐一郎 

川口 正代司

細胞増殖・細胞分化
座長：	杉山 宗隆 

石川 雅樹

遺伝子発現制御・ 
ゲノム・プロテオーム

座長：	竹中 瑞樹 
中野 雄司

14:30 14:35-15:05

3pSB03
「アウェイ」を大切にす
る
佐竹 暁子（九州大学大学院
理学研究院）

14:25-14:50

3pSC03
ウキクサ植物の個体間花
成誘導コミュニケーショ
ン
磯田 珠奈子，小山 時隆（京大・
理）

3pAD05
シロイヌナズナ花茎のス
トレートニング機構に関
わる細胞の探索　～変異
型ACTIN8/FIZ1を用いた
解析～
三宅 唯月1，八木 宏樹1,2，豊倉 
浩一3，嶋田 知生4，西村 いく
こ2，上田 晴子1,2（1甲南大・院・
自然科学，2甲南大・理工，3グ
ランドグリーン (株 )，4京大・
院・理）

3pAE05
シロイヌナズナにおいて
シュート再生を抑制する
WOX13の機能解析
小倉 菜緒1，池内 桃子2（1新潟
大・自然科学，2奈良先端大・
バイオ）

3pAG05
ライブイメージングを基
盤とした配偶子接着分子
の解析
中島 耕大1，ヴァランシー ク
ラリー 2，栗原 大輔3,4，佐々木 
成江5，ポドヴィレヴィッチ 
ベンジャミン2，東山 哲也1 

（1東大・院・理，2Technion，
3JST・さきがけ，4名大・ITbM，
5お茶の水女子大・ジェンダー
ドイノベーション）

3pAH05
水生植物に付着するMn
酸化細菌株の特徴付け
原田 英美子1，奥井 啓介1，森 
裕基1，長谷川 博1，永川 栄泰2，
黒沢 高秀3（1滋賀県大・環境
科学，2都産技研，3福島大・共
生システム理工）

3pAI05
細胞運命転換を制御する
STEMIN1転写因子の作用
機序の解析
石川 雅樹1,2，Ruan De 
Villiers1,2，長谷部 光泰1,2（1基
生研・生物進化，2総研大・生
命科学）

3pAJ05
深層学習による植物種を
横断する高蓄積性small 
RNAパターンの予測
榎 那津美1，藤田 尚子1，内田 
誠一2，赤木 剛士1（1岡山大・
院環境生命科学，2九州大・院
システム情報科学）

14:30

14:45 14:50-15:15

3pSC04
フロリゲン複合体の可視
化によって見えてきたこ
と
阿部 光知（東京大・院総合文
化）

3pAD06
側枝の伸長角度制御に関
わるシロイヌナズナ
TILLER ANGLE 
CONTROL 1の解析
川本 望，西村 岳志，森田（寺
尾） 美代（基礎生物学研究所）

3pAE06
根とシュートの成長・発
生に異常を示すシロイヌ
ナズナamb変異体におけ
るDNA損傷応答の解析
村岡 涼子，間宮 章仁，近藤 侑
貴，石崎 公庸，深城 英弘（神
戸大・院・理）

3pAG06
雄性受精因子GCS1の相
互作用因子の探索と解析
（1）
三室 周1，柳川 由紀1,2，杉本 迅
1，高橋 太郎3，井川 智子1,4 

（1千葉大・院園芸学，2理研・
CSRS，3農研機構・果茶研，4千
葉大・植物分子科学研究セン
ター）

3pAH06
広範な真核生物に保存さ
れた新規クロロフィル代
謝遺伝子候補の機能解析
柏山 祐一郎1，中澤 昌美2，谷
藤 吾朗3（1福井工大・院・工
学，2大阪公立大・院・農，3国
立科博・動物）

3pAI06
シロイヌナズナ体細胞胚
誘導の分子メカニズム
岩瀬 哲1,4，森中 初音1，竹林 有
理佳1，河村 彩子1，鈴木 孝征2，
石 東博3,4，杉本 慶子1,5（1理研・
環境資源科学，2中部大・応用
生物，3ポツダム大　生化学・
生物学研究所，4JSTさきがけ，
5東大・生物科学）

3pAJ06
クロレラゲノム配列の更
新と重イオンビーム誘導
変異体の染色体再編成の
解析
石井 公太郎1,2，浅野 円花3，阿
部 知子2，河野 重行3（1量研機
構・放医研，2理研・仁科セン
ター，3東京大・院・新領域）

14:45

15:00 15:05-15:35

3pSB04
植物×人間拡張工学̶異
分野「研究者」の融合
中島 敬二（奈良先端大・先端
科学技術研究科）

3pAD07
排水組織からの溢泌を介
したタンパク質排出機構
八木 宏樹1,2，吉田 善葵1，三原 
衣織1，西村 いくこ1，上田 晴
子1,2（1甲南大・理工，2甲南大・
院・自然科学）

3pAE07
トコンの不定芽形成制御
因子に関する研究
岡崎 夏鈴1，渡邊 早智2，小池 
衣茉莉1，川田 紘次郎3，山口 
勝司4，伊藤 晋作5，中村 英光3，
重信 秀治4，浅見 忠男3，下村 
講一郎1，梅原 三貴久1,2（1東
洋大院・生命科，2東洋大・生
命科・応用生物，3東大院・農
生科，4基生研・超階層生物・
トランスオミクス，5東農大・
生命科・バイオ）

3pAG07
雄性受精因子GCS1の相
互作用因子の探索と解析
（2）
杉本 迅1，柳川 由紀1,2，高橋 太
郎3，井川 智子1,4（1千葉大・院
園芸学，2理研・CSRS，3農研機
構・果茶研，4千葉大・植物分
子科学研究センター）

3pAH07
NBRPトマトが保有する
EMS変異体プールに見い
だされるトライコーム形
成変異体の遺伝学的解析
杉本 貢一，藤森 陽子，江面 浩
（筑波大・つくば機能植物イ
ノベーション研究センター）

3pAI07
ゼニゴケのタンパク質リ
ン酸化酵素MpYAK1は栄
養生殖，生殖器誘導およ
び窒素欠乏応答の制御に
関与する
新川 はるか1，梶川 昌孝2，古
谷 朋之3，西浜 竜一4，塚谷 裕
一5，河内 孝之6，福澤 秀哉6 

（1石川県立大・資源研，2近大・
生物理工，3立命館大・生命科
学，4東京理科大・理工，5東大・
院・理，6京大・院・生命）

3pAJ07
マメ科木本植物イナゴマ
メのde novoゲノム解析
阿久津 光紹1，篠澤 章久2，坂
田 洋一2，日渡 祐二1（1宮城大・
院食産業学，2東京農大・生命
科学）

15:00

15:15 15:15-15:40

3pSC05
Negative long-day plant
であるイチゴ（Fragaria 
spp.）の花成について
黒倉 健（宇都宮大・農学）

3pAD08
タイプ2Cプロテインホス
ファターゼD clade
（PP2C.D）による孔辺細
胞細胞膜プロトンポンプ
の脱リン酸化
木下 俊則（名古屋大・トラン
スフォーマティブ生命分子研
究所）

3pAE08
非PGR下での植物体再生
システムの構築と汎用性
拡大の評価
小山 翔平1，佐藤 優加1，
Berbudi Bintang Pratama1，井川 
智子1,2（1千葉大・院園芸学，2千
葉大・植物分子科学研究セン
ター）

3pAG08
花粉におけるPICALM2メ
ンバーの機能解析
海老根 一生1,2，藤本 優3，室 啓
太4，武内 秀憲5，東山 哲也6，
上田 貴史1,2（1基生研・細胞
動態，2総研大・生命科学，3東
大・院農，4大阪公大・院農，5名
大・ITBM，6東大・院理）

3pAI08
エタノール添加と
Euglena gracilis細胞の沈
降速度の関係
髙橋 優（明大院・農・農化）

3pAJ08
シロイヌナズナにおける
in planta超速高効率塩基
編集法
片山 健太，寺本 潤，田岡 健一
郎，西田 敬二，近藤 昭彦（神
戸大・先端バイオ）

15:15

15:30 15:35-15:50
総合討論

3pAD09
ソラマメ孔辺細胞におい
てABA依存的にリン酸化
されるbHLH型転写因子
の同定と機能解析
林 優紀1，高橋 洋平2，桑田 啓
子2，鈴木 孝征3，木下 俊則1,2 

（1名大・院理・生命，2名大・
WPI-ITbM，3中部大・応用生
物）

3pAE09
メタボローム解析を用い
た細胞数と細胞サイズの
協調性を担う鍵代謝産物
群の同定
多部田 弘光1,2,3，佐藤 心郎2，
郡司 玄1，塚谷 裕一4，平井 優
美2，フェルジャニ アリ1（1学
芸大・院・教育，2理研CSRS， 
3東大・院・総合文化，4東大・
院・理学）

3pAG09
Dynamics of symplasmic 
connections during 
mitosis-meiosis transition 
in rice anthers
Harsha Somashekar1,2, Keiko 
Takanami3, Rie Hiratsuka4, 
Ken-Ichi Nonomura1,2（1Plant 
Cytogenetics, Natl. Inst. Genet., 
2Sch. Life Sci., SOKENDAI, 
3Dept. Env. Health, Fac. Human 
Life Env. Sci., Natl. Nara 
Women’s Univ., 4Fac. Med. Sch. 
Med., Jikei Univ. Sch. Medicine）

3pAJ09
植物ゲノム情報ポータル
サイト「Plant GARDEN」
の改訂（2022年度・第2
四半期版）
市原 寿子1，平川 英樹1，小原 
光代1，山田 学1，白澤 沙知子1，
中村 保一1，田村 卓郎2，中谷 
明弘3，田畑 哲之1，磯部 祥子1

（1かずさDNA研究所，2筑波
大・プレシジョンメディスン
開発研究センター，3東大・新
領域創成科学）

15:30
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理事会主催シンポジウム
植物×異分野 

 （異分野融合のススメ）

シンポジウム
植物の多彩な生殖戦略を
支える制御機構～もう一
度花成を考えてみる～

環境応答
座長：	経塚 淳子 

上田 晴子 
木下 俊則

発生・形態形成
座長：	相田 光宏　 

植田 美那子 
池内 桃子　

生殖・ 
エピジェネティクス
座長：	大和 勝幸　 

海老根 一生 
井川 智子　

遺伝子発現制御・ 
ゲノム・プロテオーム

座長：	竹中 瑞樹 
中野 雄司

15:45 15:40-16:05

3pSC06
植物の寿命の制御～幹細
胞の死はいつ起きるのか
～
白川 一，ワン ユークン，伊藤 
寿朗（奈良先端科学技術大学
院大学　先端科学技術研究
科）

3pAD10
イソチオシアネートを基
盤とした植物の乾燥耐性
付与剤の発見と改良
相原 悠介1，前田 文平2，後藤 
栞奈2，藤 茂雄1,3，叶 文秀1,4，
戸田 陽介5，村上 慧1,2，佐藤 綾
人5，伊丹 健一郎1,5，木下 俊
則1,5（1名大・院・理，2関西学
院大・理工，3名城大・農，4北
京大・現代農業研，5名大・
ITbM）

3pAE10
ペクチンのアラビナン側
鎖の細胞接着における役
割
樋口 慶太1，曽我 康一3，金子 
康子2，九鬼 寛明1，高橋 大輔1，
小竹 敬久1（1埼玉大・院・理
工，2埼玉大・教育，3大阪公立
大・院・理）

3pAG10
裸子植物で巨大ゲノムを
もつスギにおける，無花
粉スギMS4原因遺伝子の
同定
角井 宏行1,2，伊原 徳子3，長谷
川 陽一3，釣崎 恵里子1，二村 
典宏3，岩井 淳治4，樋口 有未4，
藤野 健5，鈴木 穣5，笠原 雅弘5，
山口 勝司6，重信 秀治6，大谷 
真広7，中野 優7，上野 真義3，
森口 喜成1（1新潟大院・自然
科学，2京大院・農，3森林総研，
4新潟県・森林研，5東大院・新
領域，6基生研，7新潟大・農）

3pAJ10
コスモス（Cosmos 
bipinnatus）の赤系統の
花色に関与するフラボン
の構造決定
上原 歩1，堀 浩1，大塚 みゆき1，
肥塚 信也1，岩科 司2（1玉川大・
農，2科博・植物）

15:45

16:00 16:05-16:30

3pSC07
雄性両全性同株ケツユク
サにおける花の環境応答
型性決定
宮崎 祐子1，佐藤 弘大1，原 里
美1，勝原 光希1，赤路 康朗2，
井上 智美2，邑上 夏菜3，丑丸 
敦史3（1岡山大学，2国立環境
研究所，3神戸大学）

3pAG11
－80°Cによるウキクサ遺
伝資源の長期保存技術の
開発
田中 大介1,2，佐久間 義範1，伊
藤 照悟3，小山 時隆3（1農研機
構・遺伝資源研究センター， 
2筑波大・生命環境科学研究
科，3京都大・院理学）

3pAJ11
ベンケイソウ科における
フラボノイドの多様性
岩科 司1，水野 貴行1，中根 孝
久2，ハリ・プラサド・ デブコ
タ3（1国立科博・植物，2昭和
薬大，3熊本大・薬）

16:00

16:15 16:15

16:30 16:30
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理事会主催シンポジウム
植物×異分野 

 （異分野融合のススメ）

シンポジウム
植物の多彩な生殖戦略を
支える制御機構～もう一
度花成を考えてみる～

環境応答
座長：	経塚 淳子 

上田 晴子 
木下 俊則

発生・形態形成
座長：	相田 光宏　 

植田 美那子 
池内 桃子　

生殖・ 
エピジェネティクス
座長：	大和 勝幸　 

海老根 一生 
井川 智子　

遺伝子発現制御・ 
ゲノム・プロテオーム

座長：	竹中 瑞樹 
中野 雄司

15:45 15:40-16:05

3pSC06
植物の寿命の制御～幹細
胞の死はいつ起きるのか
～
白川 一，ワン ユークン，伊藤 
寿朗（奈良先端科学技術大学
院大学　先端科学技術研究
科）

3pAD10
イソチオシアネートを基
盤とした植物の乾燥耐性
付与剤の発見と改良
相原 悠介1，前田 文平2，後藤 
栞奈2，藤 茂雄1,3，叶 文秀1,4，
戸田 陽介5，村上 慧1,2，佐藤 綾
人5，伊丹 健一郎1,5，木下 俊
則1,5（1名大・院・理，2関西学
院大・理工，3名城大・農，4北
京大・現代農業研，5名大・
ITbM）

3pAE10
ペクチンのアラビナン側
鎖の細胞接着における役
割
樋口 慶太1，曽我 康一3，金子 
康子2，九鬼 寛明1，高橋 大輔1，
小竹 敬久1（1埼玉大・院・理
工，2埼玉大・教育，3大阪公立
大・院・理）

3pAG10
裸子植物で巨大ゲノムを
もつスギにおける，無花
粉スギMS4原因遺伝子の
同定
角井 宏行1,2，伊原 徳子3，長谷
川 陽一3，釣崎 恵里子1，二村 
典宏3，岩井 淳治4，樋口 有未4，
藤野 健5，鈴木 穣5，笠原 雅弘5，
山口 勝司6，重信 秀治6，大谷 
真広7，中野 優7，上野 真義3，
森口 喜成1（1新潟大院・自然
科学，2京大院・農，3森林総研，
4新潟県・森林研，5東大院・新
領域，6基生研，7新潟大・農）

3pAJ10
コスモス（Cosmos 
bipinnatus）の赤系統の
花色に関与するフラボン
の構造決定
上原 歩1，堀 浩1，大塚 みゆき1，
肥塚 信也1，岩科 司2（1玉川大・
農，2科博・植物）

15:45

16:00 16:05-16:30

3pSC07
雄性両全性同株ケツユク
サにおける花の環境応答
型性決定
宮崎 祐子1，佐藤 弘大1，原 里
美1，勝原 光希1，赤路 康朗2，
井上 智美2，邑上 夏菜3，丑丸 
敦史3（1岡山大学，2国立環境
研究所，3神戸大学）

3pAG11
－80°Cによるウキクサ遺
伝資源の長期保存技術の
開発
田中 大介1,2，佐久間 義範1，伊
藤 照悟3，小山 時隆3（1農研機
構・遺伝資源研究センター， 
2筑波大・生命環境科学研究
科，3京都大・院理学）

3pAJ11
ベンケイソウ科における
フラボノイドの多様性
岩科 司1，水野 貴行1，中根 孝
久2，ハリ・プラサド・ デブコ
タ3（1国立科博・植物，2昭和
薬大，3熊本大・薬）

16:00

16:15 16:15

16:30 16:30



日本植物学会第86回大会（2022）80

●座長表（口頭発表）

開催日 会場 演題番号 分野 座長氏名

9月17日
午前

G 1aAG01～ 1aAG12 生体膜・細胞骨格
稲田 のりこ
富永 基樹
本瀬 宏康

H 1aAH01～ 1aAH12 生態
露崎 史朗
久米 篤
望月 昂

9月17日
午後

D 1pAD01～ 1pAD14 環境応答

青木 摂之
宮沢 豊
川合 真紀
野口 航

E 1pAE01～ 1pAE11 発生・形態形成
高橋 卓
伊藤（大橋） 恭子
小島 晶子

G 1pAG01～ 1pAG15 代謝・物質生産・メタボローム
作田 正明
佐藤 康
平井 優美

H 1pAH01～ 1pAH12 分類・系統・進化
村上 哲明
瀬戸口 浩彰
藤井 紀行

I 1pAI01～ 1pAI15 細胞小器官
祢宜 淳太郎
藤井 祥
吉田 大和

J 1pAJ01～ 1pAJ15 細胞壁
國枝 正
半 智史
野田口 理孝
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9月18日
午前

D 2aAD01～ 2aAD12 環境応答
永野 惇
梅澤 泰史
坂田 洋一

E 2aAE01～ 2aAE12 発生・形態形成
古谷 朋之
古水 千尋
阿部 光知

G 2aAG01～ 2aAG11 成長生理
西浜 竜一
深城 英弘
宮島 俊介

H 2aAH01～ 2aAH13 分類・系統・進化
西山 智明
坂山 英俊
藤原 崇之

I 2aAI01～ 2aAI14 細胞小器官
植村 知博
田村 謙太郎
豊岡 公徳

J 2aAJ01～ 2aAJ12 光合成
伊福 健太郎
河野 優
田中 亮一

9月19日
午前

D 3aAD01～ 3aAD11 環境応答
朽津 和幸
丸田 隆典
打田 直行

E 3aAE01～ 3aAE12 発生・形態形成
塚越 啓央
田中 博和
柿本 辰男

G 3aAG01～ 3aAG11 生殖・エピジェネティクス
宮城島 進也
池田 陽子
安居 佑季子

H 3aAH01～ 3aAH09 植物微生物相互作用
西條 雄介
八丈野 孝

I 3aAI01～ 3aAI12 細胞増殖・細胞分化
伊藤 正樹
朝比奈 雅志
石田 喬志

J 3aAJ01～ 3aAJ12
遺伝子発現制御・ゲノム・プロ

テオーム

大谷 美沙都
華岡 光正
福原 敏行
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9月19日
午後

D 3pAD01～ 3pAD10 環境応答
経塚 淳子
上田 晴子
木下 俊則

E 3pAE01～ 3pAE10 発生・形態形成
相田 光宏
植田 美那子
池内 桃子

G 3pAG01～ 3pAG11 生殖・エピジェネティクス
大和 勝幸
海老根 一生
井川 智子

H 3pAH01～ 3pAH07 植物微生物相互作用
柏山 祐一郎
川口 正代司

I 3pAI01～ 3pAI08 細胞増殖・細胞分化
杉山 宗隆
石川 雅樹

J 3pAJ01～ 3pAJ09
遺伝子発現制御・ゲノム・プロ

テオーム
竹中 瑞樹
中野 雄司
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Poster Flash Talks  ポスターフラッシュトーク

●ポスターフラッシュトーク
 開催日 9月17日（土）9:30〜11:30

会場 発表 演題番号 分野

D会場
進行　村上 哲明（東京都立大学）

一般発表

P-001～ P-009 分類・系統・進化

P-027～ P-030 生態

P-036～ P-042 環境応答

高校生発表 H01～ H15 研究成果報告

E会場
進行　松下 智直（京都大学）

一般発表

P-043～ P-051 環境応答

P-075, P-076 光合成

P-082～ P-085 代謝・メタボローム

P-089～ P-095 細胞小器官

高校生発表

H44, H45 発表済みの研究

H48～ H51 研究経過報告

H16～ H21 研究成果報告

I会場
進行　秋田 佳恵（日本女子大学）

一般発表

P-098 生体膜

P-100, P-101 細胞壁

P-106, P-107 成長生理

P-113～ P-116 細胞増殖・細胞分化

P-118～ P-123
発生・形態形成

P-125～ P-129

高校生発表 H23～ H35 研究成果報告

J会場
進行　元村 一基（立命館大学）

一般発表

P-138～ P-142 生殖

P-149～ P-153
遺伝子発現制御・ 
ゲノム・プロテオーム

P-159～ P-162 植物微生物相互作用

P-165, P-166 その他

高校生発表

H36, H38 研究成果報告

H46, H47 発表済みの研究

H52～ H56 研究経過報告

H39～ H42, H37 研究成果報告

演題番号H50の発表分野に誤りがございます．以下の通り訂正致します．

【誤】研究経過報告

【正】研究成果報告



分類・系統・進化

P-001 フラッシュトーク　D会場

MIG-seqをもちいた東アジアのタンポポ属（Taraxacum）
の系統関係の推定
龍見 瑞季1，中村 剛士1，鈴木 武2，森田 竜義3，西野 貴子4

（1大阪府大・院・理，2兵庫県立博，3新潟大，4大阪公大・院・理）

P-002 フラッシュトーク　D会場

伊豆諸島に隔離分布するコイワザクラ（サクラソウ科）の
系統的起源
吉田 涼香1，山本 将也2，倉田 薫子1（1横浜国立大・教育，2兵
庫教育大）

P-003 フラッシュトーク　D会場

日本列島におけるハマオモトの遺伝構造
小嶋 健太，野田 博士，高山 浩司（京大・院・理）

P-004 フラッシュトーク　D会場

サワシロギク蛇紋岩型の複数集団はどのように成立したか
林 雅貴1，阪口 翔太2，福島 慶太郎3，石川 直子4，井鷺 裕
司5，陶山 佳久6，伊藤 元己7，西野 貴子4（1大府大・院理，2京
大・地球環境，3福島大・食農，4大公大・院理，5京大・農，6東北
大・農，7東大・院総合文化）

P-005 フラッシュトーク　D会場

高自殖性をもつハナヤスリ科オオハナワラビ属 2倍体種群
の分類学的検討
石井 壮佑1，海老原 淳2，廣田 峻3，陶山 佳久3，佐橋 紀男4，
綿野 泰行1（1千葉大・院・理，2科博・植物，3東北大・院・農，
4元東邦大・薬）

P-006 フラッシュトーク　D会場

4倍体シダ植物ナンゴクナライシダ起源仮説の検証
須田 麻衣子，綿野 泰行（千葉大・院生物）

P-007 フラッシュトーク　D会場

野生絶滅状態？ 日本産のオニマメヅタ
海老原 淳1，中藤 成実2，斉藤 俊浩3（1科博・植物，2所属なし
（東京都東大和市在住），3所属なし（鹿児島県屋久島町在住））

P-008 フラッシュトーク　D会場

紫外線励起光下での胞子体組織における自家蛍光の違いか
ら見たツノゴケ類の分類体系
池松 泰一，嶋村 正樹（広島大・院・統合生命）

P-009 フラッシュトーク　D会場

メドハギおよびネコハギ（マメ科ハギ属）の根粒内バクテ
リア相：Bradyrhizobium属に対する特異性の種間比較
藤田 マリン1，星山 美樹1，横山 潤2（1山形大・院理工，2山形
大・理）

P-010
広義ユキワリソウ（サクラソウ科）種内分類群の系統関係
と分類学的検討
田中 彪士1，細川 一實2，速水 将人3，横山（木村） 耕7，大
沼 弘樹6，新田 紀敏3，伊東 拓朗4，髙橋 大樹5，山本 将也1

（1兵教大・院，2札幌市，3道総研・林業試，4東北大・植物園，5東
北大・院・農，6江別市，7千歳市）

P-011
広域分布種サクラソウ科ハマボッスの花形態とポリネータ
―の関係
棚橋 優花1，渡邊 謙太2，山本 薫3，村上 哲明1，加藤 英寿1

（1都立大・牧野，2沖縄高専，3横須賀市博）

P-012
異質倍数性植物 Rorippa aquaticaのサブゲノム解析
坂本 智昭1,2，木村 成介1,2（1京産大・総合生命，2京産大・植物
科学研究センター）

P-013
Petal epidermal cell morphology adaptations to insect-bird

pollination shift in the Malva alliance

Fernando A. Vélez-Esperilla1, Olga Fernández-Palacios2, María
Olangua2, Rosa Febles2, Darío Ojeda3, Javier Fuertes-Aguilar4

(1Grad. Sch. Sci., Kyoto Univ., Japan, 2Jardín Botánico Canario 'Viera y

Clavijo' - Unidad Asociada al CSIC, Cabildo de Gran Canaria, Spain,
3NIBIO, Ås, Norway, 4Real Jardín Botánico - CSIC, Madrid, Spain)

P-014
カワゴケソウ科における単子葉化の進化発生学的研究
厚井 聡1，加藤 雅啓2（1大阪公大・理，2国立科博・植物）

P-015
海岸地におけるネズミモチの形態学的適応様式
瀧澤 英一，柴 政幸，吉崎 真司，福田 達哉（東京都市大・院
総合理工学）

P-016
渓流沿いに隔離分布する低木シチョウゲ（アカネ科）の地
理的遺伝構造
池田 匡史1，山本 将也2（1岡山大・教育学域，2兵庫教育大学）

P-017
日本産ノニガナ属（キク科）数種の細胞分類学的研究
今泉 那月1，佐藤 杏子2（1富山大・院理工，2富山大・理生物）

P-018
日本の遺存固有種オサバグサを含むケシ科の系統関係の推定
真野 温人1，Eugeny Boltenkov2，Elena Marchuk2，中村 剛3，
渡辺 洋一1（1千葉大・院園芸学，2ロシア科学アカデミー極東支
部・植物園研究所，3北大・ 北方生物圏フィールド科学センター）

P-019
日本のジガバチソウ（ラン科）から単離された菌根菌
堤 千絵1，細矢 剛1，山下 由美2，遊川 知久1（1科博・植物，
2福島大・共生システム理工）
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P-020
日本産シロカネソウ属（キンポウゲ科）の起源と多様化過程
辻 留奈1，高橋 大樹2，上野 勝典3，山本 将也1（1兵庫教育
大，2東北大・院・農，3長野県植物研究会）

P-021
日本産カラマツソウ属数種の細胞分類学的研究
大橋 礼1，佐藤 杏子2（1富山大学大学院理工学教育部，2富山大
学学術研究部理学系）

P-022
渓流沿い植物の支持器官における柔軟性獲得メカニズム
柴 政幸，福田 達哉（都市大・自然）

P-023
旧世界ホウビシダ属の配偶体における形態の多様化と独立
性の獲得
米岡 克啓1，藤原 泰央1，片岡 利文1，堀 清鷹2，棚橋 優花1，
海老原 淳3，村上 哲明1（1都立大・牧野，2高知県・牧野植物園，
3科博・植物）

P-024
シダ植物小葉類の根頂端分裂組織の形成とオーキシンの影響
藤浪 理恵子1，大江 夏希1，木下 もか1，山田 敏弘2，今市
涼子3（1京都教育大・教育・理，2大阪公立大・植物園，3日女大・
理・化学生命）

P-025
シダ類配偶体と AM菌の寒天共培養法
藤浪 理恵子2，岸谷 萌加2，佐藤 洸太2，宮崎 あかね1，櫻井
理沙子1，今市 涼子1（1日女大・理・化学生命，2京都教育大・
教育・理）

P-026
日本産淡水紅藻 Ottialesの系統分類学的研究
栗原 暁1，羽生田 岳昭2，洲澤 多美枝3，洲澤 譲3，内田 博
子4，村上 明男4（1九州大・院農，2北里大・海洋生命科学，3（有）
河川生物研究所，4神戸大・内海域センター）

生態

P-027 フラッシュトーク　D会場

宝蔵寺沼のムジナモ―野生絶滅から野生復帰への道のり―
金子 康子（埼玉大・教育・自然科学）

P-028 フラッシュトーク　D会場

雑草の匂いを利用したトウモロコシ栽培
櫻井 裕介1，石崎 智美2，塩尻 かおり3（1新大・自然科学，2新
大・理，3龍大・農）

P-029 フラッシュトーク　D会場

宮崎県に生育するホウキボシイヌノヒゲの生育環境
高岸 慧1，町田 美倫1，宮本 太1，南谷 忠志2（1東農大・院農
学，2宮崎植物研究会）

P-030 フラッシュトーク　D会場

温暖化による結氷消失で予想される低温・強光下でのマリ
モ光合成系の光阻害と修復
小原 晶奈1，小川 麻里2，尾山 洋一3，鈴木 祥弘1，河野 優4

（1神奈川大・理，2安田女子大・教育，3釧路市教育委員会，4東大・
院・理・植物生態）

P-031
四国における Google Mapを用いたダンチクの分布調査―
環境要因―
佐久間 洋1，永瀬 真2，吉川 朝彦2，堀澤 栄3，井上 雅裕1

（1愛媛大・院理工，2愛媛大・理，3高知工科大・環境理工）

P-032
共通圃場での被陰実験による葉の厚さの光応答と種内変異
の解析
小口 理一1，南光 一樹2，高橋 俊一3，牧野 能士4，日浦 勉5

（1大阪公立大・院理学，2森林総合研究所・森林防災，3琉球大・熱
帯生物圏，4東北大・院生命科学，5東大・院農学）

P-033
葉の萎れに伴う力学的構造の変化とその種間差
紺頼 楓，小野田 雄介（京大・農・森林）

P-034
湿潤と乾燥過程における陸棲シアノバクテリア Nostoc sp.

HK-01の生存戦略
オン 碧1，加藤 浩2，鈴木 利貞3，横谷 香織4（1筑波大・院生
命農学，2三重大・研究基盤推進，3香川大・農学，4筑波大・生命
環境）

P-035
オオムギに含まれるトノサマバッタ摂食阻害物質の探索
坂田 周平，徳田 誠，石丸 幹二（佐大・農）

環境応答

P-036 フラッシュトーク　D会場

シロイヌナズナにおけるアブシシン酸生合成鍵酵素遺伝子
変異株の生理化学的解析
中野 美波1，川上 直人2，岡本 昌憲1（1宇都宮大・バイオ，2明
治大・農）

P-037 フラッシュトーク　D会場

シロイヌナズナ水分屈性制御分子MIZ1によるオーキシン
動態制御機構の解析
秋田 幸太郎1，宮沢 豊2（1山形大・院・理工，2山形大・理・生
物）

P-038 フラッシュトーク　D会場

地上部の概日時計による，根毛伸長メカニズムの解析
池田 ひかり1，内川 大雅1，近藤 洋平2，高橋 望1，久保田
茜1，遠藤 求1（1奈良先端大・バイオ，2自然科学研究機構・生命
創成探究センター）
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P-039 フラッシュトーク　D会場

水陸両生植物 Rorippa aquaticaの水没による気孔分化抑制
メカニズムをエチレン・光経路により解明する
池松 朱夏1，馬瀬 樹志1，坂本 智昭1，鳥居 啓子2,3,4，木村
成介1（1京産大・生命科学，2名古屋大学・ITbM，3HHMI，4テキ
サス大・分子生物）

P-040 フラッシュトーク　D会場

植物の再生を誘導する傷害シグナルの実体とその分子機構
佐々井 洋祐1,2，岩瀬 哲2,3，杉本 慶子1,2（1東大・生物科学，2理
研・環境資源科学，3JST・さきがけ）

P-041 フラッシュトーク　D会場

寄生雑草ストライガのアブシシン酸シグナル伝達因子の機
能解析
小鮒 ひと美1，福原 大晶1，藤岡 聖2，杉本 幸裕2，岡本 昌
憲1（1宇都宮大・バイオ，2神戸大・院農）

P-042 フラッシュトーク　D会場

シロイヌナズナの生態型間で見られる水分屈性能の違いの
解析
鈴木 夏美1，宮沢 豊2（1山形大学大学院　理工学研究科，2山形
大学理学部）

P-043 フラッシュトーク　E会場

高木の師部輸送は天気がいいと遅くなる
檀浦 正子1，高梨 聡2，鎌倉 真依1，王 仁1，田邊 智子1，藤
井 黎1，Daniel Epron1,3，小杉 緑子1（1京都大学農学研究科，2森
林総合研究所関西支所，3ロレーヌ大学）

P-044 フラッシュトーク　E会場

Thermal tolerance of sporangium in Physcomitrium patens :

Antioxidative protection of spores

Changhyun Maeng1, Hirono Kobari2, Atsushi Kume3, Yuji
Hiwatashi2, Tomomichi Fujita4 (1Grad. Sch. Life Sci. Hokkaido Univ.,
2Sch. Food Ind. Sci. Miyagi Univ., 3Fac. Agric. Kyushu Univ., 4Fac. Sci.

Hokkaido Univ.)

P-045 フラッシュトーク　E会場

ゼニゴケのシグナル伝達におけるグルタミン酸受容体様イ
オンチャネル GLRの役割
神谷 有紀1,2，長谷川 晃汰1,2，渡邉 健志郎1，橋本 研志1,2，
朽津 和幸1,2（1東京理科大学・院・理工・応用生物科学，2東京理
科大・院・理工・農理工学際連携）

P-046 フラッシュトーク　E会場

酸化亜鉛ナノ粒子を褐虫藻が亜鉛源として利用する際の吸
収機構の解析
倉橋 健介1，藤村 花凜2，片山 魁人1，山中 柊人1，岩崎 哲
史3，吉原 静恵2，徳本 勇人2（1大阪公大高専，2大阪府大・理
学，3神戸大・バイオシグナル）

P-047 フラッシュトーク　E会場

溶解性を制御した金属粒子を用いた緑藻の最適亜鉛吸収速
度の検証
久保 陽1，北野 幸親2，伊達 勝生2，倉橋 健介2，吉原 静恵1，
徳本 勇人1（1大阪府大・理学，2大阪公大高専）

P-048 フラッシュトーク　E会場

暗所で緑化し従属栄養的に増殖する新規クロレラ様緑藻
TH2-565株の明-暗間での発現遺伝子比較解析
佐藤 遥奈1，小野寺 智香2，瀧澤 幸史3，鈴木 大智3，白鳥
峻志5，中山 剛5，吉田 昌樹4，石田 健一郎5（1筑波大・院生
命地球，2筑波大・生物学類，3筑波大・院生命環境，4（株）アルガ
ルバイオ，5筑波大・生環境系）

P-049 フラッシュトーク　E会場

Sll1951添加によるシアノバクテリア Synechocystis

sp.PCC6803のバイオフィルム形成量変化
鶴田 大羽1，高橋 晃一1，石川 晴菜2，内山 純爾1,3，太田 尚
孝1,3（1東理大・院理学・科学教育，2東理大・院科学教育・科学
教育，3東理大・教養教育）

P-050 フラッシュトーク　E会場

酸性ストレス条件下における Synechocystis sp.PCC6803の
DivK肥大化機構に関わる SphSの解析
中村 亜衣里1，甲賀 英貴1，齋藤 慶和1，浅倉 良介1，内山
純爾1,2，太田 尚孝1,2（1東理大・院理学・科学教育，2東理大・
教養教育）

P-051 フラッシュトーク　E会場

Synechocystis sp.PCC6803の酸性ストレス耐性に関与する
ssr1765の解析
宮田 麻梨奈1（1東理大・院理学・科学教育，2東理大・教養教育）

P-052
海岸地におけるツワブキの形態学的適応
水野 九十九，福田 達哉，柴 政幸（東京都市大学・院生物多様
性）

P-053
コンロンソウにおける地下部器官の挙動と土壌環境
大西 智也1，荒木 希和子2,3，久保 幹1（1立命館大・院生命科
学，2滋賀県大・環境科学，3立命館大・総科研）

P-054
疾病防御応答が虫害抵抗性を抑制する生物学的意義の解明
毛利 一葉1，野元 美佳2，上原 晋2，本多 璃奈1，森 太志1，
山口 千瑛1，有安 真也3，荘司 長三3，多田 安臣2（1名古屋
大・院理・生命理，2名古屋大・遺伝子，3名古屋大・院理・物質
理）

P-055
常緑広葉樹ヤブツバキ群落で観察する群落表面と群落内の
光化学反射指数（PRI）のばらつき
上妻 馨梨1，彦坂 幸毅2（1東大・院・理，2東北大・院・生命）

P-056
植物の成長と金属吸収に対するアルカリ金属イオンの影響
―条件的・恒常的 CAM植物種間の比較研究
井上 雅裕1，稲井 勇斗1，横山 優1，梅崎 昇太1，佐久間 洋2，
Dharmendra K. Gupta3（1愛媛大・理・生物，2愛媛大・院・理工・
生物，3インド環境森林気候変動省）
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P-057
酸化亜鉛ナノ粒子を亜鉛源とした植物の根の伸長促進効果
の解析
宮田 ひとみ，吉原 静恵，遠藤 悠衣，村松 順子，徳本 勇人
（大阪公立大学・院・理）

P-058
シロイヌナズナにおける ABA応答的な転写開始点制御を受
ける遺伝子機能の解析
大堀 祐輔1，神山 佳明1，片桐 壮太郎1，江副 晃洋2，花田
耕介2，牛島 智一3，松下 智直4，鈴木 穣5，梅澤 泰史1（1農
工大・院・BASE，2九工大・院・生命情報，3摂南大・農，4京都
大・院理学，5東大・院・新領域）

P-059
シロイヌナズナ ABA応答の負の制御因子である AFPの新
規相互作用因子の探索
長瀬 舞子1，石川 慎之祐1，川原 隆1，神山 佳明1，三枝 瑞
季1，山下 昂太1，片桐 壮太郞1，西村 宜之2，梅澤 泰史1（1農
工大・院・BASE，2農研機構）

P-060
CO2高感受性の表現型をもつシロイヌナズナ野生系統の特
徴とその主働遺伝子の探索
秀野 智紀1，中江 聡子1，馬渕 敦士1,2，祢冝 淳太郎1，射場
厚1，門田 慧奈1（1九州大・院・理，2九州大・植物フロンティア
研究センター）

P-061
シロイヌナズナにおける気孔コンダクタンスと葉の水分特
性の関係の解析
高井 菜々咲，溝上 祐介，野口 航（東薬・院応用生態）

P-062
イチゴにおける水孔の役割の機能解析
栗木 萌佳，溝上 祐介，野口 航（東薬・院応用生態）

P-063
ABAシグナル非依存的に気孔の CO2応答性が変化したシロ
イヌナズナ新規変異体の解析
中江 聡子1，秀野 智紀1，東馬場 徳1，馬渕 敦士1,2，祢冝 淳
太郎1，射場 厚1，門田 慧奈1（1九州大・院・理，2九州大・植
物フロンティア研究センター）

P-064
湿度情報に基づく細胞膜アクアポリンリン酸化制御機構の
解析
角 春佳，倉田 理恵，安田 盛貴，西條 雄介（奈良先端大・バ
イオ）

P-065
光合成依存的な葉緑体光定位運動の分子機構解明のための
順遺伝学的解析
平野 麻子，木原 后紀，後藤 栄治（九州大・院・農）

P-066
ヒメツリガネゴケ茎葉体を 1 Gとは異なる重力下で育てる
と機械的性質はどう変化するのか
蒲池 浩之1，小野田 雄介2，新濱 梨奈1，佐々木 智哉1，唐原
一郎1，久米 篤3，半場 祐子4，日渡 祐二5，嶋津 徹6，笠原
春夫7，鈴木 智美8，矢野 幸子8，鎌田 源司9，玉置 大介1，
藤田 知道10（1富山大・理，2京大・院・農，3九大・院・農，4京
都工繊大・応用生物，5宮城大・院・食産業，6日本宇宙フォーラ
ム，7有人宇宙システム，8宇宙航空研究開発機構，9エイ・イー・
エス，10北大・院・理）

P-067
ゼニゴケにおける無性芽器形成と有性生殖誘導の関係
利光 珠実（京都大・院生命科学）

P-068
ヒメツリガネゴケの PASヒスチジンキナーゼの細胞内局在
と相互作用にみられる日内変動
菊地 陽貴1，山篠 貴史2，鈴木 遼1，阿南 秀1，龍 昌志3，六
鹿 郁哉4，菅沼 裕紀奈4，杉田 護1，青木 摂之1（1名古屋大・
院・情報学，2名古屋大・院・生命農学，3名古屋大・院・情報科
学，4名古屋大・情報学部）

P-069
コケ植物ゼニゴケのリン欠乏応答を制御するMYBCC型転
写因子の機能解析
福村 日向丸1，北浦 銀河1，加藤 大貴1,2，酒井 友希1，近藤
侑貴1，深城 英弘1，三村 徹郎3,4，石崎 公庸1（1神戸大・院・
理，2愛媛大・院・理工，3東大・院・農業生命科学，4國立成功大,

生科・科技）

P-070
CDKAの光応答を制御する仕組みの解明に向けて
宮崎 朔多，井上 夏実（北大・生命科学院）

P-071
重イオンビーム照射によるゼニゴケアブシシン酸低感受性
変異株の単離と解析
平野 真彩1，Mousona Islam1，Akida Jahan1，長谷川 綾香1，
山崎 優斗1，篠澤 章久2，坂田 洋一2，竹澤 大輔1（1埼玉大・
理工研，2東京農業大・バイオサイエンス）

P-072
ヒメツリガネゴケの低温馴化における Raf様プロテインキ
ナーゼ ARKの量的変動と凍耐性の変化
石田 哲也1，井上 拓海1，坂田 洋一2，竹澤 大輔1（1埼玉大・
院理工学研究科，2東京農業大学・バイオサイエンス）

P-073
塩ストレス下における Synechococcus elongatus PCC 7942

PPase の役割
成田 碧希1，大河 浩1，Ali Ferjani2（1弘前大・院生物，2東京学
芸大・教育・生命）
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光合成

P-074
光受容体の変異が植物の光合成の生理的適応にどのように
関与しているのかを明らかにする
楊 思哲1，半場 祐子1，池田 啓2，久米 篤3（1京都工芸繊維大
学・応用生物学系・植物分子工学実験室，2岡山大学資源植物科学
研究所・野生植物グループ，3九州大学・大学院農学研究院・環境
農学部門サスティナブル資源科学講座・森林圏環境資源科学分野）

P-075 フラッシュトーク　E会場

大気中の水蒸気量に対する葉の気孔応答にアクアポリンが
与える影響
半場 祐子1，松浦 拓海1，冨田 麟太郎1，山岸 彩1，奈良 久
美2（1京都工繊大・応用生物，2奈良女子大・理）

P-076 フラッシュトーク　E会場

異なる波長の光照射に対するシアノバクテリア Synechocystis

sp. PCC 6803の光合成の応答の解析
小川 敬子，園池 公毅（早稲田大・教育）

P-077
演題取り消し

P-078
イネ科植物のミトコンドリア・ピルビン酸輸送体ホモログ
の構造的多様性
是枝 晋1，シトノフ ユーリ2，満山 進3（1埼玉大・理工研，2埼
玉大・理・分子生物，3東京・農・農学生命科学）

P-079
C4種 Flaveria bidentisの葉緑体型 NADキナーゼ
（FbNADK2a，FbNADK2b）の機能解析
鈴木 沙也加1，田中 雅美1，宮城 敦子1,2，石川 寿樹1，山口
雅利1，川合 真紀1（1埼玉大・院理工，2山形大・農）

P-080
タンポポの根からの地上部再分化における光合成と糖の役割
永井 正紀1，小林 康一2（1大阪府大・理学，2大阪公大・院理学）

代謝・物質生産・メタボローム

P-081
スギ含有糖成分の組織ごとの解析
伊ケ﨑 知弘1，掛川 弘一2，菱山 正二郎2，橋田 光2（1森総
研　樹分子，2森総研　資源化）

P-082 フラッシュトーク　E会場

ゼニゴケのフェニルプロパノイド経路を調節する R2R3-

MYB転写因子
伊藤 優也，高梨 功次郎，久保 浩義（信州大学大学院 総合理
工学研究科 理学専攻 生物学ユニット）

P-083 フラッシュトーク　E会場

石油を合成する特異なハプト藻 Dicrateria rotundaの生理機
能解析
谷井 智春，広瀬 侑（豊橋技科大・院工学）

P-084 フラッシュトーク　E会場

愛媛県鈍川温泉由来高油脂生産藻類の野外大量培養系構築
の試み
西浦 周1，坂本 岳人1，宮前 俊彦1，奥田 悠希2，八木沢 芙
美3，廣岡 俊亮4，藤原 崇之4，宮城島 進也4，黒岩 晴子5，
黒岩 常祥5，眞田 宣明6，三角 修己7，月坂 明広8，広兼 元8，
岸 拓真1，大沼 みお9（1広島高専・商船学科，2広島高専・専攻
科，3琉球大・研究基盤，4遺伝研，5日本女子大・理，6山口大学・
大学研究推進機構，7山口大・院・創成科学，8中電技術コンサルタ
ント，9広島高専・一般教科）

P-085 フラッシュトーク　E会場

アブラナ科植物におけるインドール特化代謝物産生の種間
比較解析
新屋 和花，清水 崇史，渡邉 むつみ，峠 隆之（奈良先端大・
先端科学技術）

P-086
グルタチオンが引き起こす長距離 Ca2+シグナル伝達機構の
解明
Jiaqi Wang（埼玉大・理工学研・豊田研究室）

P-087
日本産イワベンケイ属の自生地と栽培条件下におけるフェ
ノール成分量の変動
平野 日向1，伊東 拓朗2，中村 剛3，村井 良徳4（1茨大・院・
農，2東北大・植物園，3北大・FSC植物園／環境科学院，4科博・
植物）

P-088
シアノバクテリアの新規中性脂質合成能欠損株の生理生化
学的解析
近藤 美鞠，青木 元秀，平井 一帆，相模 拓，伊藤 凌，都筑
幹夫，佐藤 典裕（東薬大・院生命科学）

細胞小器官

P-089 フラッシュトーク　E会場

広域 SEM法を用いたオルガネラの定量的な細胞内分布解析
秋田 佳恵1，髙木 智子1,2，小林 啓子1，檜垣 匠3，馳澤 盛一
郎4，永田 典子1,2（1日本女子大・理，2日本女子大・電顕，3熊本
大・院・先端科学，4法政大・生命科学）

P-090 フラッシュトーク　E会場

花粉管伸長における VAMP72グループの動態解析
東出 あんな1，伊藤 瑛海3，伊藤 容子3，海老根 一生4,5，上
田 貴志4,5，中野 明彦6，植村 知博1,2（1お茶大・理生物，2お茶
大・院・ライフサイエンス，3お茶大・ヒューマンライフ，4基生
研・細胞動態，5総研大・基礎生物，6理研・光量子光学）
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P-091 フラッシュトーク　E会場

Syntaxin6N末端領域を有する植物固有タンパク質の生理機
能に関する研究
東出 さら1，長尾 レイナ2，伊藤 瑛海3，伊藤 容子3，清水
優太朗4，由良 敬2，中野 明彦5，植村 知博2（1お茶大・理・
生物，2お茶の水女子大・院・ライフサイエンス，3お茶の水女子
大・ヒューマンライフ，4理研・CNRS，5理研・光量子光学）

P-092 フラッシュトーク　E会場

裸子植物ドイツトウヒからのペプチドグリカン合成系遺伝
子群の単離と葉緑体分裂能の解析
杉田 弥生1，高野 博嘉2，武智 克彰2（1熊大・院自然科学，2熊
大・院先端科学）

P-093 フラッシュトーク　E会場

PpARC6 mediates FtsZ-ring remodeling at the division site in

Physcomitrella patens

Thi Huong Do1, Hiroyoshi Takano2, Tomomichi Fujita1 (1Grad.

Sch. Sci., Univ. Hokkaido, 2Grad. Sch. Sci., Univ. Kumamoto)

P-094 フラッシュトーク　E会場

単細胞紅藻シゾンの 1細胞長時間動態観察系の構築と細胞
分裂過程における細胞小器官の超微細相互作用
岩根 敦子（理研・BDR・細胞場）

P-095 フラッシュトーク　E会場

Paulinella microporaにおけるマイクロボディの局在とその
機能推定
野村 真未1，中山 卓郎2，中村 桂一郎3，太田 啓介3（1山形大
学，2筑波大学，3久留米大学）

P-096
タンパク質翻訳バーストによる細胞分裂制御機構
茂木 祐子，矢部 寛之助，近藤 唯貴，平田 莉子，東山 哲
也，吉田 大和（東京大・院・理）

P-097
葉緑体核様体の均等分配メカニズム
西村 芳樹1，浜地 貴志2，小林 優介3，田草川 真理1，鹿内
利治1（1京大・院・理・植物分子遺伝，2中央大・研究開発機構，
3茨城大・理工）

生体膜

P-098 フラッシュトーク　I 会場

シロイヌナズナの病害応答時における細胞膜ナノドメイン
動態の解析
高山 紗季，深尾 陽一朗，長野 稔（立命館大・生命科学）

細胞骨格

P-099
生物界最速の Chara braunii（シャジクモ）のミオシン XI

の発見
原口 武士1，玉那覇 正典2，鈴木 花野3，吉村 考平2，伊美
拓真2，富永 基樹4,5，坂山 英俊6，西山 智明7（1千葉大・院・
理・生物，2千葉大・院・融合理工・生物，3千葉大・院・理・化
学，4早稲田大・院・先進理工，5早稲田大・教育総合科学・生物，
6神戸大・院・理・生物，7金沢大・学際）

細胞壁

P-100 フラッシュトーク　I 会場

イネのアルミニウム障害における細胞壁多糖類の変化
辰己 朱，寺本 あゆみ，長山 照樹，中村 敦子，古川 純，岩
井 宏暁（筑波大院・生命環境）

P-101 フラッシュトーク　I 会場

ジャガイモ品種間におけるペクチンメチルエステラーゼの
発現比較および機能評価
川本 健太，増冨 裕文，松本 侑真，石原 克之（カルビー
（株））

P-102
根の伸長領域のペクチン量が低下した変異体イネにおける
重金属耐性の変化
寺本 あゆみ1，長山 照樹2，中村 敦子2，鈴井 伸郎3，尹 永
根3，三好 悠太3，河地 有木3，須郷 由美3，石岡 典子3，古
川 純2，岩井 宏暁2（1筑波大・院生命地球科学，2筑波大・生命
環境，3量研・高崎）

P-103
Ca欠乏条件下におけるトマト早期果実の XTHおよびエク
スパンシンの分布の変化
曽山 紀瑛1，宮越 茜里2，宮地 桃子2，杉山 晴香2，板野 愛
都2，佐藤 忍3，古川 純3，岩井 宏暁3（1筑波大・理工情報生
命，2筑波大・生命環境科学，3筑波大・生命環境系）

P-104
マンノース添加条件における塩水栽培トマト果実のアスコ
ルビン酸と細胞壁多糖類の変化
長谷川 千晶1，杉山 晴香1，山田 佳央理1，瀧沢 彩水1，佐藤
忍1，櫻井 直樹2，岩井 宏暁1（1筑波大学・生命環境，2広島大・
大学院統合生命科学研究科）

P-105
トマト果実成熟過程における細胞壁の変化に対するカルシ
ウム欠乏の効果
向井 彩賀1，曽山 紀瑛1，宮地 桃子1，小坂 友紀1，櫻井 直
樹2，古川 純1，岩井 宏暁1（1筑波大・生命環境，2広島大・統合
生命科学研究科）
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成長生理

P-106 フラッシュトーク　I 会場

モンゴル草原植物 Chloris virgataの迅速成長性及び塩スト
レス耐性の解析
河端 晋太郎1，Bolortuya Byambajav2，Namuunaa Ganbayar1，
山上 あゆみ1，Davaapurev Bekh-Ochir2，高橋 文憲3，井上 小
槙3，金谷 麻加3，持田 恵一3，篠崎 一雄3，浅見 忠男4，
Batkhuu Javzan2，中野 雄司1（1京都大・院生命，2モンゴル国立
大学，3理研・CSRS，4東京大・院農生）

P-107 フラッシュトーク　I 会場

苔類ゼニゴケの生殖器托形成過程におけるMID1-

COMPLEMENTING ACTIVITYオルソログの機能解析
岩野 惠1，末次 憲之2，西浜 竜一3，石田 咲子4，木村 緑5，
飯田 和子5，飯田 秀利5，永井 健治6，河内 孝之1（1京大・
院・生命，2東大・院・総合文化，3東京理科大・理工・応用生物，
4奈良先端大・バイオ，5東芸大・教育，6阪大・産研）

P-108
シロイヌナズナ種子発芽の高温反応性を制御する自然変異
遺伝子座のマッピング
新津 嵩大1，渡辺 暢斗1，高木 健太郎1，永田 果穂1，井内
敦子2，井内 聖2，小林 正智2，川上 直人1（1明大・農・生命，
2理研BRC）

P-109
寄生植物アメリカネナシカズラの寄生機能の分子進化プロ
セスの解明
横山 隆亮1，横山 俊哉2，黒羽 剛3，Jihwan Park4，青木 孝4，
西谷 和彦2（1東北大・院・生命科学，2神奈川大・理・生物，3農
研機構・生物研，4大阪府大・生命環境科学）

P-110
Roles of At2-MMP during tissue reunion in incised Arabidopsis

inflorescence stem

Afiifah Machfuudzoh1, Ryo Koshiba1, Yusuke Ohba1, Hirotaka
Yokogawa2, Weerasak Pitaksaringkarn2, Keita Matsuoka4, Masashi
Asahina4,5, Rakwal Randeep6, Takumi Higaki7, Shinobu Satoh3,
Hiroaki Iwai3 (1Grad. Sch. Sci. and Tech., Univ. Tsukuba, 2Grad. Sch. Life

and Environ. Sci., Univ. Tsukuba, 3Faculty of Life and Environ. Sci., Univ.

Tsukuba, 4Dept. Biosci., Teikyo Univ., 5Adv. Instrumental Analysis Center,

Teikyo Univ., 6Faculty of Health and Sport Sci., Univ. Tsukuba, 7Faculty of

Adv. Sci. and Tech., Kumamoto Univ.)

P-111
ファイトトロン育成マングローブ種の，インビトロアレロ
パシー検定：SW法と DIA-PP法
笹本 浜子1,2，井上 智美3，笹本 優1，鈴木 栄1（1農工大・農，
2横浜国大・環境情報，3国立環境研）

P-112
PPO阻害除草剤耐性ゼニゴケの単離と解析
北岡 理杜1，小牧 知史1，酒井 友希1，加藤 大貴1,2，近藤 侑
貴1，深城 英弘1，石崎 公庸1（1神戸大・院・理，2愛媛大・院・
理工）

細胞増殖・細胞分化

P-113 フラッシュトーク　I 会場

Light signals promote de novo shoot regeneration in Arabidopsis

Yu Chen1,2, David Favero2, Ayako Kawamura2, Takamasa Suzuki3,
Keiko Sugimoto1,2 (1Grad. Sch. Sci., Univ. Tokyo, 2CSRS, RIKEN, 3Col.

Biosci. Biotech., Chubu Univ.)

P-114 フラッシュトーク　I 会場

シロイヌナズナ側根形成変異体を用いたカルス形成機構の
解析
和田 昂己，間宮 章仁，近藤 侑貴，石崎 公庸，深城 英弘
（神戸大・院・理）

P-115 フラッシュトーク　I 会場

コシオガマの形質転換法確立に向けたシュート再生条件の
検討
柏瀬 友咲，大津 美奈，吉田 聡子（奈良先端大・院先端科学技
術）

P-116 フラッシュトーク　I 会場

Novel chemical that affects tip growth and microfilaments

Prerna Singh1, Naoya Kadofusa2, Ayato Sato2, Satoshi Naramoto3,
Tomomichi Fujita3 (1Grad Sch Life Sci, Hokkaido Univ., 2WPI-ITbM,

Nagoya Univ., 3Fac Sci, Hokkaido Univ.)

P-117
植物の細胞能制御に関わる NAC転写因子群の機能解析
中塚 星来1，秋吉 信宏1，高柳 なつ1，向井 麻衣2，平尾 明
日香2，堀口 吾朗3，伊藤 正樹4，出村 拓2，大谷 美沙都1,2

（1東京大・院・新領域，2奈良先端大・バイオ，3立教大・理・生
命，4金沢大・理工研究域）

発生・形態形成

P-118 フラッシュトーク　I 会場

糖シグナルによる維管束幹細胞制御機構の解析
鳴瀧 葵1，島津 舜治1,2，古谷 朋之1,3，深城 英弘1，石崎 公
庸1，近藤 侑貴1（1神戸大・院・理，2東大・院・理，3立命館大・
生命）

P-119 フラッシュトーク　I 会場

シロイヌナズナの花茎伸長におけるフィトクロムの働き
工藤 拓登，中川 繭（石巻専修大・生命科学）
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P-120 フラッシュトーク　I 会場

シロイヌナズナ clavata 変異体における花芽分裂組織決定遺
伝子の発現パターン解析
渡辺 真史，岡本 龍史，木下 温子（都立大・院理・生命科学）

P-121 フラッシュトーク　I 会場

シロイヌナズナ terminal flower 1変異体における頂花形成
メカニズムの解明
前野 桃香，阿部 光知（東大・院総合文化）

P-122 フラッシュトーク　I 会場

シロイヌナズナ petal compensation exhibiting 変異体におけ
る花器官サイズ制御機構の解析
池田 公季1，旭置 桐哉1，風間 裕介2,3，石井 公太郎2,4，阿部
知子3，國武 久登5，平野 智也5（1宮崎大・院農，2理研・仁科
センター，3福井県大・生物資源，4量研機構・放医研，5宮崎大・
農）

P-123 フラッシュトーク　I 会場

A cell-based leaf elongation equation in the amphibious plant

Callitriche palustris

Zining Wang1, Yasuhiro Inoue2, Atsushi Mochizuki3, Hirokazu
Tsukaya1 (1Grad. Sch. Sci., Univ. Tokyo, 2Inst. Front. Life Med. Sci., Kyoto

Univ., 3Dept. Micro Eng., Kyoto Univ.)

P-124
メロンの巻きひげ形成に関わる TCPおよび YABBY転写因
子の相互作用
光澤 浩，増田 千穂，岸本 奈々，亀山 知里，大塚 彩海，水
野 真二（日大・生物資源科学）

P-125 フラッシュトーク　I 会場

オオムギの芒形成に関わるエピゲノム制御因子の解析
中村 光希1，菊池 優一1，白神 美瑞穂2，小竹 敬久3，武田
真1,2，池田 陽子1,2（1岡山大・院環境生命，2岡山大・資源植物科
学研，3埼玉大学・理工学）

P-126 フラッシュトーク　I 会場

Effect of sulfide on phytochrome-dependent

photomorphogenesis in Arabidopsis thaliana

Zurina Osuman, Takayuki Shimizu, Tatsuru Masuda (Grad. Sch. Art

Sci., Univ. Tokyo)

P-127 フラッシュトーク　I 会場

Functions of CSPs in stem cell formation at different

temperatures in the moss Physcomitrium patens

Nooradzirah Binti Abdul Rashid1, Yosuke Tamada1,2 (1Grad. Sch.

Reg. Dev. Creat., Utsunomiya Univ., 2Sch. Eng., Utsunomiya Univ.)

P-128 フラッシュトーク　I 会場

蘚類ヒメツリガネゴケとの比較による苔類の性決定因子
BPCUの機能進化の解析
田中 知葉1，安居 佑季子1，井上 慎子1，岩崎 美雪1，川井
絢子2，養老 瑛美子2，小藤 累美子3，榊原 恵子2，河内 孝
之1（1京都大・院・生命科学，2立教大・院・理，3金沢大・理工・
生命理工）

P-129 フラッシュトーク　I 会場

ヒメツリガネゴケ茎葉体の初期発生における細胞レベルで
の遺伝子発現制御
秦 有輝1，Nicola Hetherington2，Kai Battenberg3，廣田 敦子3，
蓑田 亜希子2，林 誠3，経塚 淳子1（1東北大・院生命，2理研
IMS，3理研CSRS）

P-130
ミヤコグサ種子胚の細胞間隙：発芽には吸水過程でのエアー
スペース保持が必要
山内 大輔1，中井 朋則1，金子 康子2，佐藤 繭子3，豊岡 公
徳3，上杉 健太朗4，星野 真人4，玉置 大介5，唐原 一郎5，
峰雪 芳宣1（1兵庫県大・院・理，2埼玉大・教育，3理研・CSRS，
4高輝度光科学研究センター，5富山大・学術・理）

P-131
ネナシカズラにおけるサーモスペルミン応答の解析
長尾 幸紀1，横山 隆亮2，高橋 卓1（1岡山大・理・生物，2東北
大・院・生命科学）

P-132
食虫植物ウツボカズラの捕虫器の起き上がりについて
寺町 香穂，金田 剛史（愛媛大・院理工学）

P-133
カワゴケソウ科の祖先的なボディプランに関する研究
羽田野 凌矢（大阪公立大・理学）

P-134
イヌマキ種子からの不定胚形成と器官分化
細井 佳久1，大宮 泰徳2（1森林総研，2森林総研・林木育種）

P-135
葉脈パタンの多様性の理解に向けた形態計測および数理モ
デル構築
北沢 美帆1,2，堀部 和也3（1大阪大学・全学教育，2大阪大学・
院理，3大阪大学・院基礎工）

P-136
シロイヌナズナのスプライシング因子 p14-1の花器官発生
における役割について
奈良 久美1，海老原 諒子2，松原 知咲希3（1奈良女子大・自然
科学・生物科学，2奈良女子大・理・化学生物環境学，3奈良女子
大・院・化学生物環境学）

P-137
ゼニゴケの細胞分裂組織における自発的 Ca2+動態の時空間
パターンの解析
吉沢 優花1,2，橋下 研志1，朽津 和幸1,2（1東京理科大・院・理
工・応用生物科学，2東京理科大・院・理工・農理工学際連携）
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生殖

P-138 フラッシュトーク　J会場

精細胞輸送機構に欠損を示すシロイヌナズナ変異体の選抜
池内 麻妃，杉 直也，土 春菜，須崎 大地，木下 哲，丸山 大
輔（横浜市大・木原生研）

P-139 フラッシュトーク　J会場

生殖細胞における RNA顆粒形成と減数分裂移行における
イネMEL2タンパク質ドメインの役割
三村 真生1,2，Harsha Somashekar1,3，野々村 賢一1,3（1遺伝研・
植物細胞遺伝，2現所属：東大院・農学生命科学研究科，3総研大・
生命科学研究科）

P-140 フラッシュトーク　J会場

シロイヌナズナの花粉成熟と受精に関わる転写因子の機能
解析
山本 雄也1，山田 拓己1，平田 梨佳子2，峯 彰2，松本 歩3，
竹田 篤史1，元村 一基1（1立命館大・院生命，2京大・院農，3立
命館大・総研）

P-141 フラッシュトーク　J会場

ヒメミカヅキモ BELL1遺伝子の有性生殖過程における機能
解析
專田 梨瑛子1，加来 卓也1，川井 絢子2，西山 智明3，関本
弘之4，榊原 恵子2（1立教大・院・生命理学，2立教大・理・生命
理学，3金沢大・疾患モデル総合研究センター，4日本女子大・理）

P-142 フラッシュトーク　J会場

A histidine kinase, CKI1, regulates female gametic progenitor

specification in Marchantia polymorpha

Haonan Bao1, Megumi Iwano1, Yoshihiro Yoshitake1, Shiori Aki2,
Masaaki Umeda2, Ryuichi Nishihama3, Shohei Yamaoka1,
Takayuki Kohchi1 (1Graduate School of Biostudies, Kyoto University,
2Graduate School of Science and Technology, Nara Institute of Science and

Technology, 3Faculty of Science and Technology, Tokyo University of

Science)

P-143
シロイヌナズナ変異花粉管を利用した精細胞と栄養核の動
態解析
元村 一基1，松本 歩2，木下 哲3，竹田 篤史1，丸山 大輔3

（1立命館大・院生命，2立命館大・総研，3横浜市大・木原生研）

P-144
イネの雄原細胞分化に必須なMYB転写因子遺伝子の解析
高木 駿弥1，村上 若奈1，平塚 理恵2，高橋 秀和3，櫻井 健
二1，渡辺 明夫1，赤木 宏守1，上田 健治1（1秋田県大・生物
資源，2慈恵医大・生物，3福島大・農学）

P-145
イネ in vitro受精卵の発生過程における細胞運命決定機構
の解析
木下 温子，Tety Maryenti，Aini Hanifah，岡本 龍史（都立大・
院理）

P-146
卵細胞が制御する重複受精機構の解析
須崎 大地1，大井 崇生2，武内 秀憲3,4，永原 史織3，杉 直
也1，木下 哲1，丸山 大輔1（1横市大・木原生研，2名大・院・生
命農学，3名大・ITbM，4名大・高等研）

P-147
ペチュニア野生集団における自家不和合性因子 S-RNaseと
SLFの網羅的同定—特異性進化の解明に向けて
礒野 一帆1，前之園 大雅1,2，畑井 美穂1，黒沼 尊紀2，上原
浩一2，久保 健一3，渡辺 均2，土松 隆志1（1東京大学，2千葉
大学，3長浜バイオ大学）

P-148
モデルツノゴケ Anthoceros agrestisの生殖メリステムにおけ
るトランスクリプトーム解析
中村 亮1，西山 智明2，久保 稔3，小藤 累美子1,4（1金沢大・
院・自然科学，2金沢大・疾患モデル総合研究センター，3奈良先端
大・CDG，4金沢大・理工・生命理工）

遺伝子発現制御・ゲノム・プロテオ―ム

P-149 フラッシュトーク　J会場

ミヤコグサ葉枕における SWEETホモログ遺伝子の解析
渡辺 麻椰1，神澤 信行2，松尾 海愛1，大木 萌花1（1上智大
学　理工学研究科理工学専攻，2上智大学　理工学部物質生命理工
学科）

P-150 フラッシュトーク　J会場

Nicotiana benthamianaにおける ago2/ago7ゲノム編集個体
の表現型解析
北村 真規1，内藤 佑里菜1，堀 裕和1，元村 一基1,2，竹田 篤
史1（1立命館大・院生命，2JST・さきがけ）

P-151 フラッシュトーク　J会場

オオムギ縞萎縮病に罹病したオオムギ根のプロテオミクス
解析
鏑木 菜緒1，平塚 雄大1，中村 信吾2，大野 陽子2，林 宜宏1

（1東工大・院・生命理工，2国立研究開発法人 農業・食品産業技術
総合研究機構）

P-152 フラッシュトーク　J会場

オオムギ葉を用いたプロテオミクスによるオオムギ縞萎縮
病の罹病診断バイオマーカーの探索
平塚 雄大1，鏑木 菜緒1，大野 陽子2，中村 信吾2，林 宣宏1

（1東工大・院生命理工，2農研機構）

P-153 フラッシュトーク　J会場

ゼニゴケのジベレリンに関連したメチル化酵素機能に影響
する変異体スクリーニング
下川 瑛太1，川村 昇吾1，Rui Sun1，鈴木 かおり1，岡部 麻
衣子1，吉竹 良洋1，安居 佑季子1，西浜 竜一3，山岡 尚平1，
増口 潔2，山口 信次郎2，河内 孝之1（1京大・院生命科学，2京
大・化学研究所，3東京理科大・理工・応用生物）
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P-154
雑種強勢を示す F1イネのマルチオミクス解析
保坂 碧1,2，木田 春菜1，小出 陽平3，辻 寛之1,4（1横浜市立大
学　木原生物学研究所，2日本バイオデータ，3北海道大学大学院農
学研究院，4名古屋大学　生物機能開発利用研究センター）

P-155
寄生植物コシオガマの遺伝子共発現ネットワーク解析
田中 瑞樹1，大林 武2，吉田 聡子1（1奈良先端大・バイオ，2東
北大・院情報科学）

P-156
Plant contig clustering-based genome assembly (PLCL) pipeline

Kanae Nishii1,2, Michael Möller2 (1Kanagawa Univ., 2Royal Botanic

Garden Edinburgh)

P-157
光を用いたヒメツリガネゴケのゲノム操作法の確立に向け
たカロテノイド生合成経路遺伝子の機能解析
沼田 千鶴1，中村 真菜1，友井 拓実2,3,4，吉田 優佳1，坂本
丞4,5,6，亀井 保博4,6，玉田 洋介1,3,7,8（1宇都宮大・院地域創生，
2宇都宮大・イノベーション支援，3宇都宮大・工，4基生研・生命
熱動態，5ExCELLS・バイオフォトニクス，6基生研・バイオイメ，
7宇都宮大・CORE，8宇都宮大・REAL）

P-158
MarpolBase Expression (MBEX): 苔類ゼニゴケにおけるトラ
ンスクリプトームの可視化・解析データベース
川村 昇吾1，Facundo Romani6，矢倉 勝2，望月 孝子2，坂本
美佳2，山岡 尚平1，西浜 竜一3，中村 保一2，大和 勝幸4，
John Bowman5，河内 孝之1，谷澤 靖洋2（1京大・生命，2遺伝
研・大量遺伝情報，3東京理科大・理工，4近畿大・生物理工，
5Monash Univ.，6Univ. Cambridge）

植物微生物相互作用

P-159 フラッシュトーク　J会場

コナギ（ミズアオイ科）種子内の微生物相の解析
館林 融1，藤田 マリン2，横山 潤1（1山形大・理学，2山形大・
院理工）

P-160 フラッシュトーク　J会場

寄生植物の吸器誘導阻害物質の探索
佐藤 夏暉，和田 将吾，Songkui Cui，吉田 聡子（奈良先端大・
バイオ）

P-161 フラッシュトーク　J会場

酸性温泉の生態系における藻類とバクテリアの相互作用の
解析
内山 佳奈子，三角 修己（山口大・院・創成科学）

P-162 フラッシュトーク　J会場

イヌガヤとハイイヌガヤ（イチイ科）の培養可能な真菌エ
ンドファイト組成の比較
山本 祐司1，横山 潤2（1山形大・院理工，2山形大・理）

P-163
キンラン（Cephalanthera falcata）自生地における種子発芽
と土壌微生物群集に関する研究
三浦 千裕1，Galih Chersy Pujasatria2，富永 貴哉2，古井 佑樹3，
本城 真也3，横宮 玲奈1，内藤 圭吾3，末次 健司4，大和 政
秀5，上中 弘典1（1鳥取大・農，2鳥取大・連農，3鳥取大・院農，
4神戸大・理，5千葉大・教育）

P-164
Does mycoremediation affect antioxidative status in winter rye

plants grown at Chernobyl Exclusion Zone in Ukraine

Dharmendra Kumar Gupta1, Ana Vuković2, Wolfgang Schulz3,
Ivna Štolfa Čamagajevac2, Apoorva Gaur1, Clemens Walther3,
Masahiro Inouhe4 (1Ministry of Environment, Forest and Climate

Change, India, 2Department of Biology, Josip Juraj Strossmayer University,

Croatia, 3Institute of Radioecology and Radiation Protection, Leibniz

University Hannover, Germany, 4Department of Biology, Faculty of Science,

Ehime University)

その他

P-165 フラッシュトーク　J会場

市民参加型研究「みんなのミドリムシプロジェクト」によ
る微細藻類ユーグレナ新規株の探索
石川 まるみ1，山田 康嗣1,2，野村 俊尚1,3，広田 菊江1，井出
紋1，持田 恵一1,3,4，鈴木 健吾1,2（1理研・BZP，2（株）ユーグ
レナ，3理研・CSRS，4長崎大・情報データ）

P-166 フラッシュトーク　J会場

大学構内における水生生物観察池の創生と環境教育教材の
開発
幡野 恭子（京大・院人間環境学）

P-167
食虫植物モウセンゴケの形質転換法の開発
棚瀬 邦明1,2，須田 啓3，大井 祥子1，松林 嘉克2，長谷部 光
泰1,4，瀬上 紹嗣1,4（1基生研・生物進化，2名大・院・理学，3埼
大・院・理工学，4総研大・生命科学）

P-168
大学教育における地域標本資料の活用と大学—博物館連携
福田 知子1，森田 奈菜2（1三重大・共通教育，2三重県博・植物）

P-169
秋の茶樹冠面から予測される一番茶の収量と誤差
柴田 勝1，井上 梨絵2，白濱 瞳2（1山口大・教育，2福岡県・農
林業総合試験場）
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高校生研究ポスター発表　プログラム

研究成果報告

H01 フラッシュトーク　D会場

ツヅミモ Staurastrumの食品利用に向けた培養
山村 優太，柳 花瑠，（指導教員）門口 盛雄
（奈良県立奈良高等学校）

H02 フラッシュトーク　D会場

丹後地域の各種タンポポの分布と種子における特性の違い
藤本 和奏，石野 優衣，八木 美咲
（京都府立宮津天橋高等学校フィールド探究部）

H03 フラッシュトーク　D会場

シロツメクサの培養について～植物ホルモンとカルスの生
成～
春日 洸輝，丸山 大輝，待井 優花，小林 佑季
（長野県屋代高等学校）

H04 フラッシュトーク　D会場

歪み指数の導入によるサボテン（ブリンチュウ Pachycereus

pringlei）の刺座の配列方程式の決定
岸上 栞菜，本脇 敬人，吉田 龍之介，藤田 詩桜，村瀬 太
郎，大和 司
（姫路東高・科学部）

H05 フラッシュトーク　D会場

ハカラメの発芽のメカニズムを探るⅤ

服部 開都
（茨城県立並木中等教育学校）

H06 フラッシュトーク　D会場

組織培養によるサボテンの大量増殖に関する研究
井上 皓貴
（京都桂高校）

H07 フラッシュトーク　D会場

花外蜜腺の観察
三村 凜々花
（横浜サイエンスフロンティア高等学校）

H08 フラッシュトーク　D会場

エンドウの枝分かれのメカニズムを探る
小栗 健人
（茨城県立並木中等教育学校）

H09 フラッシュトーク　D会場

コケの乾燥状態からの回復～呼吸と光合成はどのように復
活するのか～
近藤 凌生，酒井 沙帆菜，山本 芽依
（名古屋市立向陽高等学校）

H10 フラッシュトーク　D会場

リサイクルガラス発泡資材を用いた軽量化土壌による小麦
の栽培
平沼 悠輝，那須 雄飛，清原 慧梧，小森 悠太，中村 香菜
（緑岡高校）

H11 フラッシュトーク　D会場

トウカイコモウセンゴケの栄養過多時における個体変化に
ついて
吉元 悠人，川本 一颯，檜作 慎心
（兵庫県立小野高等学校）

H12 フラッシュトーク　D会場

ペレット化した植物残渣による雑草抑制資材の開発に関す
る研究
小梶 一夏，鈴木 真歩，梅井 優人，岡 明里，井上 奈々
（岡山県立高松農業高等学校）

H13 フラッシュトーク　D会場

懸崖仕立てに特化したキクの重イオンビーム照射による新
品種の作出
石垣 幸祐，栢 一平，福居 健
（京都府立桂高等学校）

H14 フラッシュトーク　D会場

葉書（ハガキ）の起源とされるモチノキ科植物が黒く変色
する仕組みについての研究
山田 さや
（横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校）

H15 フラッシュトーク　D会場

寄生植物ネナシカズラの寄生相手の選び方
森 優菜
（横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校）

H16 フラッシュトーク　E会場

早春に咲くキンポウゲ科 3種（フクジュソウ、キクザキイ
チゲ、ニリンソウ）の開花特性
柴波 潤葉
（北伊緑高）

H17 フラッシュトーク　E会場

♬ラララ虹の色の小さなトマトどれのどれの芽がすぐ出る
の？～ミニトマトの暗発芽性～
高岩 亜花梨，高本 千代，吉丸 侑里
（白梅学園高等学校）

H18 フラッシュトーク　E会場

稲踏み作業における個体への影響
植野 涼子
（清心女子高等学校）
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H19 フラッシュトーク　E会場

温湯処理によるヤマトマナのクロロフィル増加について
中川 咲良，乾 琴乃，藤原 琉星，松嶋 奈央
（奈良県立青翔高等学校）

H20 フラッシュトーク　E会場

MAP施用が芝の生育ならびに N₂O発生に及ぼす影響
杉原 成哉，吉田 未悠，福井 竜駕，秋山 理斗
（京都府立桂高等学校）

H21 フラッシュトーク　E会場

カイワレダイコンの胚軸が割れる理由を探る～エチレンの
存在する条件下において～
山川 良空
（茨城県立並木中等教育学校）

H22
リンゴと同居で葉が真っ白に？コダカラベンケイソウ不定
芽におけるエチレン誘導クロロシスの解析
三井 伸哉，小松 大地，宮島 愛莉，吉越 花純
（長野県飯山高等学校）

H23 フラッシュトーク　I 会場

クロモジとオオバクロモジの分類再検討
穂波 佑成，西本 祐毅
（兵庫県立小野高等学校生物部）

H24 フラッシュトーク　I 会場

ナデシコ目とキントラノオ目はどのようにトゲができるよ
うになったのか
田口 実夏
（横浜サイエンスフロンティア高等学校）

H25 フラッシュトーク　I 会場

スミレ属、ミヤマスミレ節の関係に迫る！
植田 彩花，田中 龍之介，平島 柑奈
（兵庫県立小野高等学校生物部）

H26 フラッシュトーク　I 会場

クロモジのホルムアルデヒドに対する有効性～生活環境向
上への期待～
植田 彩花，上野 玲，西角 心香
（兵庫県立小野高等学校生物部）

H27 フラッシュトーク　I 会場

ヤマトマナの総ポリフェノール含有量を増加させる
辻本 大智，吉田 朝陽，吉川 知伸，安本 春陽
（奈良県立青翔高校）

H28 フラッシュトーク　I 会場

生のパイナップルゼリーを作るには？～タンパク質分解酵
素の働きを阻害する金属イオンに関する研究～
鈴木 遥，及川 咲智，古玉 稟果，細川 向日葵，
（指導教員）高橋 一成
（水沢高）

H29 フラッシュトーク　I 会場

無菌培養における培地糖分を栄養貯蔵性のある植物は吸収
している
勝本 美和
（大阪府立園芸高等学校）

H30 フラッシュトーク　I 会場

都市環境に必要なものは何か―生態系サービス数値化から
読み解く―

原 ひろみ
（東京都立大泉高等学校）

H31 フラッシュトーク　I 会場

酒粕でイチゴは硬くなるの⁉～糖度と硬度の関係性を解き
明かそう～
松下 玲旺，松原 凪飛
（広島県立西条農業高等学校）

H32 フラッシュトーク　I 会場

地衣類由来の新規活性物質の探索
藤井 明理，荒古 朱里
（京都府立嵯峨野高等学校）

H33 フラッシュトーク　I 会場

薄層クロマトグラフィーによるクマリンの検出
遠藤 茶緒，長尾 京夏，山本 真衣，内山 縁
（都立大泉高校）

H34 フラッシュトーク　I 会場

桜の香りのフェノロジー～ヤマザクラとオオシマザクラの
クマリンを追跡する～
内山 縁，山本 真衣，遠藤 茶緒，長尾 京夏
（東京都立大泉高等学校）

H35 フラッシュトーク　I 会場

藍藻類から抽出したヘキサン及び塩酸における赤色蛍光物
質の挙動
横井 野恵美
（茨城県立並木中等教育学校）

H36 フラッシュトーク　J会場

パンジーの雌蕊における蛍光物質の検出および分布
三浦 愛生
（茨城県立並木中等教育学校）

H37 フラッシュトーク　J会場

バラのアレロケミカルに関する研究～除草剤の開発を目指
して～
岡田 梨李
（茗溪学園高）

H38 フラッシュトーク　J会場

ホウレンソウの白色顆粒
藤原 哲史，三崎 優衣
（兵庫県立宝塚北高等学校）
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H39 フラッシュトーク　J会場

カイヅカイブキの抗菌作用
大内 莉緒，（指導教員）入江 千雅子
（福岡県立城南高校）

H40 フラッシュトーク　J会場

酵母の純粋分離に使用する抗生物質に代わる天然由来抗菌
剤の探求・開発　～スクリーニング～
宇田川 翼
（大阪園芸高BS科微生物部）

H41 フラッシュトーク　J会場

AM菌はコナラの成長を促進するのか？
坂上 優太，𠮷冨 達哉，竹端 将大
（東京都立立川高校）

H42 フラッシュトーク　J会場

竹を分解する糸状菌と糸状菌を防ぐ竹の防御機構の研究
鶴巻 美佳子
（横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校）

H43
生分解性プラスチックの分解条件生分解に最適な培地の栄
養状態
濵野 美月，北川 あい，正田 博崇，佐野 凌
（神戸高校）

発表済みの研究

H44 フラッシュトーク　E会場

真性粘菌の外部記憶因子について
中村 康臣，平尾 奈那，久我 悠睦，山田 光葵
（滋賀県立膳所高等学校）

H45 フラッシュトーク　E会場

コーヒー残渣を基材とした廃菌床の堆肥化について
芝 響弥，木村 嘉宏，九門 美月
（桂高校）

H46 フラッシュトーク　J会場

ジャガイモの芽の毒が水生微小生物に与える影響
大野 詩真，内田 ひおり
（神戸市立六甲アイランド高等学校）

H47 フラッシュトーク　J会場

ハチミツの殺菌効果に関わる酵素活性の研究
國貞 咲良，田渕 日菜乃
（広島県立西条農業高校）

研究経過報告

H48 フラッシュトーク　E会場

ユニバーサルプライマーを用いたミズニラの遺伝子解析
米澤 領祐，藤善 優大，齋藤 央僚
（京都府立農芸高等学校）

H49 フラッシュトーク　E会場

自生地播種法を用いたいわき産セッコクの保護活動
坂本 美璃，竹島 颯馬，（指導教員）浦山 拓也
（福島県立磐城農業高等学校）

H50 フラッシュトーク　E会場

植物の成長過程における力学的な「力」について
原野 紗耶加，土井 ひなた，長谷川 董子
（宝塚北高・生物班）

H51 フラッシュトーク　E会場

乾燥状態下におけるコケ植物の休眠の解析
佐野 花琳
（埼玉県立所沢北高等学校）

H52 フラッシュトーク　J会場

花みょうがの抗酸化作用と光阻害への効果　～予備実験の
経過報告～
蜂谷 彩花，濵野 悠人，吉川 莉央
（学校法人西大和学園中学校・高等学校）

H53 フラッシュトーク　J会場

ミカンで作る健康コーヒー
小島 久実，服部 花菜，加藤 彩良咲，堀田 遥生
（名城大学附属高等学校）

H54 フラッシュトーク　J会場

身近なキノコでバイオマス変換
寺島 寛那，山崎 葵，𠮷田 碧
（横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校）

H55 フラッシュトーク　J会場

トウモロコシ黒穂病菌の単離培養法を探る
山崎 葵，寺島 寛那，𠮷田 碧
（横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校）

H56 フラッシュトーク　J会場

里山の物質循環をより良く～キノコは食べるだけじゃない～
寺嶋 優真，國分 裕斗，松岡 航輝
（奈良学園高等学校）

演題番号 H50の発表分野に誤りがございます．以下の
通り訂正致します．

【誤】研究経過報告

【正】研究成果報告

96 日本植物学会第 86回大会（2022）







A

A. Montgomery Sean 3aAG04

Abe Fumitaka 安倍 史高 3aAH04

Abe Mitsutomo

  〃
  〃
  〃
  〃

阿部 光知 1pAE07

2aAE05

2aAE06

3pSC04

P-121

Abe Naoaki

  〃
阿部 尚明 1pAJ15

3aAE01

Abe Sususmu 阿部 晋 3aAJ05

Abe Tomoko

  〃
阿部 知子 3pAJ06

P-122

Adachi Kaede 足立 楓 1pAG04

Adachi Shunsuke 安達 俊輔 1pAG06

Agata Ayumi 縣 歩美 1pSC01

Aida Mitsuhiro

  〃
相田 光宏 3aAE05

3pAE03

Aihara Yusuke 相原 悠介 3pAD10

Akagi Chika 赤木 千佳 3pAJ01

Akagi Hiromori 赤木 宏守 P-144

Akagi Takashi

  〃
赤木 剛士 3pAJ03

3pAJ05

Akaji Yasuaki 赤路 康朗 3pSC07

Akashi Kazuki 明石 一樹 2aAJ06

Aki Shiori 安喜 史織 P-142

Akita Kae 秋田 佳恵 P-089

Akita Kotaro 秋田 幸太郎 P-037

Akiyoshi Nobuhiro

  〃
  〃

秋吉 信宏 1pAJ06

1pAJ07

P-117

Akutsu Mitsuaki 阿久津 光紹 3pAJ07

Akyol Turgut Y. 3pAH01

Alif Meem Nurani 1pAE04

Alkalai-Tuvia Sharon 2aAE09

Alonso-Blanco Carlos 1pSF04

Alvarez John Paul 2aAE09

Amabe Yasushi 海士部 誉士 3aAE07

Ambe Yuki 安部 優希 3aAH09

Amsalem Ziva 2aAE09

Anami Syu 阿南 秀 P-068

Andersen Stig 1aAH07

Andersen Stig U. 3pAH01

Ando Sayuri

  〃
  〃

安藤 沙友里 1pAE09

1pAE10

1pAE11

Aoki Kazuhiro 青木 一洋 1aSB03

Aoki Koh

  〃
青木 考 2aSC03

P-109

Aoki Motohide 青木 元秀 P-088

Aoki Setsuyuki

  〃
青木 摂之 1pAD05

P-068

Aoyama Takashi 青山 卓史 3pAJ01

Aoyama Tsuyoshi

  〃
1pAJ14

2aAI01

Arae Toshihiro 荒江 星拓 3aAE05

  〃 3aAJ03

Arakawa Katsuro 荒川 克郎 1pAH04

Araki Kiwako

  〃
荒木 希和子 1pSC05

P-053

Araki Takashi

  〃
  〃
  〃
  〃

荒木 崇 1pSB03

2aAE01

2aAE02

2aAE03

3aAG10

Arazi Tzahi 2aAE09

Ariyasu Shinya 有安 真也 P-054

Asahi Fumiaki

  〃
旭 文暉 2aAD11

2aAD12

Asahina Masashi

  〃
  〃
  〃

朝比奈 雅志 1pAE04

3aAI11

3pAE04

P-110

Asakura Ryousuke 浅倉 良介 P-050

Asami Tadao

  〃
  〃
  〃

浅見 忠男 2aAG07

3aAJ05

3pAE07

P-106

Asano Madoka 浅野 円花 3pAJ06

Asaoka Mariko

  〃
浅岡 真理子 1aSF05

2aAG10

Ashida Hiroki 蘆田 弘樹 1pAI06

Ashikari Motoyuki 芦苅 基行 1pSC01

Aso Masashi 麻生 将史 3aAD11

Atsumi Yuka 渥美 友夏 1pAD07

Awai Koichiro

  〃
粟井 光一郎 1pAG11

1pAI06

Awano Tatsuya

  〃
  〃

粟野 達也 1pAJ04

1pAJ08

1pAJ09

Aycan Murat 3aAD11

B

Baba Kei’ichi 馬場 啓一 2aAD03

Bai Chaomurilege 白 朝木日楽格
2aSB05

Bamba Masaru 番場 大 3pAH01

Bao Haonan 包 昊南 P-142

Baslam Marouane 3aAD11

Battenberg Kai P-129

Bekh-Ochir Davaapurev P-106

Benhamed Moussa 3aAI05

Berger Frédéric 3aAG04

Bessho Ayumu 別所 歩武 3aAI09

Bessho-Uehara Kanako

  〃
別所-上原 奏子

1pSC01

3aSF01

Betsuyaku Shigeyuki 別役 重之 3pAJ04

Binti Abdul Rashid Nooradzirah P-127

Boltenkov Eugeny P-018

Bowman John

  〃
1pAE08

P-158

Breusegem Frank Van 3aAD03

Byambajav Bolortuya P-106

C

Chalupowicz Daniel 2aAE09

Chaomurilege 朝木日楽格 1pAD08

Che Yufen 2aAJ10

Chen Peng 陳 鵬 3pAD04

Chen Yingxi 陳 穎茜 3aAJ06

Chen Yu 陳 渝 P-113

Chersy Pujasatria Galih P-163

Chiso Katsuhiro 地宗 克洋 1pAD05

Choi Kyung 1pAH07

Classen-Bockhoff Regine 1aSF02

Clode Peta L. 2aAD04

Colmer Timothy D. 2aAD04

Cui Heyu 崔 鶴宇 1pAD05

Cui Songkui P-160

D

Dannoura Masako 檀浦 正子 P-043

Date Masaki 伊達 勝生 P-047

David Pascale 1pSF02

De Villiers Ruan 3pAI05

Deguchi Ryusaku 出口 竜作 2aAH13

Demura Taku

  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃

出村 拓 1pAJ02

1pAJ04

1pAJ05

1pAJ07

2aSA06

3aAI09

3aAI10

3pSB02

P-117

Deromati Yusuke 出呂町 裕典 3aAD07

Ding Ming 2aAJ07

Do Thi Huong P-093

Dohmae Naoshi 堂前 直 2aAG07

Doll Yuki ドル 有生 3aAI08

Duan Zhongrui

  〃
段 中瑞 1aAG10

1aAG11

E

Ebana Kaworu 江花 薫子 1pAG06

Ebihara Atsushi

  〃
  〃

海老原 淳 P-005

P-007

P-023

Ebihara Ryoko 海老原 諒子 P-136

Ebine Kazuo

  〃
  〃
  〃
  〃

海老根 一生 1aSB06

1pSB03

2aAI08

3pAG08

P-090

Efroni Idan 2aAE09
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Eguchi Tomoko 江口 倫子 2aAI11

Emura Naoko 榮村 奈緒子 3aAH08

Endo Masaki 遠藤 真咲 2aAE05

Endo Motomu

  〃
遠藤 求 3pSC02

P-038

Endo Sae

  〃
遠藤 彩瑛 2aAI11

2aAI12

Endo Yui 遠藤 悠衣 P-057

Enoki Natsumi 榎 那津美 3pAJ05

Epron Daniel P-043

Ezoe Akihiro 江副 晃洋 P-058

Ezura Hiroshi 江面 浩 3pAH07

F

Fallik Elazar 2aAE09

Favero David P-113

Febles Rosa P-013

Feng Yihong 2aAI08

Ferjani Ali

  〃
  〃

1aSF05

3pAE09

P-073

Fernández-Palacios Olga P-013

Frink Brody 2aAI02

Fuertes-Aguilar Javier P-013

Fujibayashi Mizuki 藤林 瑞季 3pAD02

Fujii Haruki 藤井 春樹 1aSB06

Fujii Noriyuki 藤井 紀行 1pAH07

Fujii Rei 藤井 黎 P-043

Fujii Sho 藤井 祥 1pAI07

Fujimori Tatsuro 藤森 達郎 1aAG09

Fujimori Yoko 藤森 陽子 3pAH07

Fujimoto Koichi 藤本 仰一 1pAE05

Fujimoto Masaru

  〃
藤本 優 2aAI08

3pAG08

Fujimura Ayano 藤村 綾乃 3pAD03

Fujimura Karin 藤村 花凜 P-046

Fujinami Rieko

  〃
藤浪 理恵子 P-024

P-025

Fujino Takeshi 藤野 健 3pAG10

Fujioka Hijiri 藤岡 聖 P-041

Fujisaki Tsubasa 藤﨑 翼 3aAE12

Fujisawa Maho 藤澤 真帆 1aAH01

Fujita Marin

  〃
藤田 マリン P-009

P-159

Fujita Naoko

  〃
藤田 尚子 3pAJ03

3pAJ05

Fujita Tomomichi

  〃
  〃
  〃

藤田 知道 P-044

P-066

P-093

P-116

Fujita Yasunari 藤田 泰成 2aAG04

Fujiwara Motohiro 藤原 基洋 1pAE05

Fujiwara Takayuki

  〃
  〃
  〃

藤原 崇之 1pAI03

1pAI04

2aAH11

2aAH12

  〃
  〃
  〃

3aAG01

3aAI01

P-084

Fujiwara Tao

  〃
藤原 泰央 1pAH02

P-023

Fukaki Hidehiro

  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃

深城 英弘 1pAE04

1pAG05

2aAG02

2aAG09

3aAE04

3aAE05

3aAE09

3aAJ09

3pAE04

3pAE06

P-069

P-112

P-114

P-118

Fukami Taiga 深見 泰河 1pAJ09

Fukao Yoichiro 深尾 陽一朗 P-098

Fukasawa Narumi 深澤 成実 3aAE12

Fukuda Hiroo

  〃
  〃

福田 裕穂 1pAE03

1pAE04

2aAE01

Fukuda Tatsuya

  〃
  〃

福田 達哉 P-015

P-022

P-052

Fukuda Tomoko 福田 知子 P-168

Fukuda Tomoyo 福田 智代 1pAD03

Fukuhara Daisuke 福原 大晶 P-041

Fukuhara Toshiyuki

  〃
  〃
  〃

福原 敏行 3aAG11

3aAJ01

3aAJ02

3aAJ08

Fukumura Hinatamaru

  〃
福村 日向丸 3aAE04

P-069

Fukushima Keitaro 福島 慶太郎 P-004

Fukuzawa Hideya

  〃
  〃

福澤 秀哉 1pAD10

3aAD08

3pAI07

Funada Ryo 船田 良 1pAJ09

Funaki Toko 舩城 桐子 3aAJ07

Furui Yuki 古井 佑樹 P-163

Furukawa Jun

  〃
  〃
  〃

古川 純 P-100

P-102

P-103

P-105

Furumizu Chihiro

  〃
古水 千尋 2aAE09

3aSF03

Furutani Masahiko 古谷 将彦 2aSA05

Furuya Tomoyuki

  〃
  〃
  〃

古谷 朋之 1pAE04

2aAE01

3pAI07

P-118

Fuse Shizuka

  〃
布施 静香 1pAH03

1pAH04

Futamura Norihiro 二村 典宏 3pAG10

G

Ganbayar Namuunaa P-106

Ganser Christian 2aSA04

Gao Tian-Gang 1pAH07

Gaudin Valerie 2aAI06

Gaur Apoorva P-164

Gergo Palfalvi 3pAD04

Goh Tatsuaki 郷 達明 1aAG11

Goldshmidt Alexander 2aAE09

Gomez Gillian ゴメス ギリアン
1aSB01

Goto Kanna 後藤 栞奈 3pAD10

Goto Mina 後藤 美奈 1pAI11

Goto Takashi 後藤 崇支 3pAH04

Goto Yumi 後藤 友美 2aAI13

Gotoh Eiji 後藤 栄治 P-065

Gunji Shizuka 郡司 玄 3pAE09

Gupta Dharmendra K. P-056

Gupta Dharmendra Kumar P-164

H

Hachinoda Sho 八野田 奨 1aSB06

Hachiya Takushi 蜂谷 卓士 3aAD05

Hagino Nanako 萩野 奈々子 1aAG10

Hagiwara Yuki 萩原 雄樹 3aAE02

Hajika Makita 羽鹿 牧太 1pAG01

Hamada Akane 濱田 あかね 3aAD06

Hamada Takahiro 濱田 隆宏 1aAG05

Hamaji Takashi 浜地 貴志 P-097

Hamant Olivier 1aAG06

Hamao Shino 濱尾 志乃 1pAI05

Hanada Kousuke 花田 耕介 P-058

Hanamata Shigeru 花俣 繁 3aAD11

Hanaoka Mitsumasa 華岡 光正 3aAJ07

Hanba Yuko

  〃
  〃

半場 祐子 P-066

P-074

P-075

Handa Nodoka 半田 和華 2aAG01

Handa Shinji

  〃
半田 信司 2aAH06

2aAH07

Hani Sahar 1pSF02

Hanifah Aini P-145

Hanyuda Takeaki 羽生田 岳昭 P-026

Hara Satomi 原 里美 3pSC07

Hara Toshihiko 原 登志彦 2aAJ03

Hara-Nishimura Ikuko

  〃
  〃

西村 いくこ 1pAJ05

3pAD05

3pAD07

Harada Emiko 原田 英美子 3pAH05

Haraguchi Takeshi

  〃
原口 武士 1aAG10

P-099

Hari Prasad Devkota ハリ・プラサド・デブコタ
3pAJ11
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Hasebe Mitsuyasu

  〃
  〃
  〃

1pAJ14

3pAD04

3pAI05

P-167

Hasegawa Ayaka 長谷川 綾香 P-071

Hasegawa Chiaki 長谷川 千晶 P-104

Hasegawa Hiroshi 長谷川 博 3pAH05

Hasegawa Kota

  〃
長谷川 晃汰 3aAD02

P-045

Hasegawa Yoichi 長谷川 陽一 3pAG10

Hasezawa Seiichiro 馳澤 盛一郎 P-089

Hashida Koh 橋田 光 P-081

Hashida Shin-Nosuke 橋田 慎之介 1pAD08

Hashimasa Ryuhei 橋正 隆平 3pAI01

Hashimoto Kenji

  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃

橋本 研志 1pAJ15

3aAD01

3aAD02

3aAE01

3aAE02

3aAG04

P-045

P-137

Hashimoto Rino 橋本 梨乃 3aAG06

Hata Yuki

  〃
秦 有輝 3pAD03

P-129

Hatai Miho 畑井 美穂 P-147

Hatano Kyoko 幡野 恭子 P-166

Hatano Ryoya 羽田野 凌矢 P-133

Haughn George W. 1pAJ05

Hayamizu Masato 速水 将人 P-010

Hayashi Kazuhiko 林 一彦 1pAH04

Hayashi Ken-ichiro 林 謙一郎 3pAE04

Hayashi Makoto 林 誠 P-129

Hayashi Masaki 林 雅貴 P-004

Hayashi Nobuhiro

  〃
林 宜宏 P-151

P-152

Hayashi Yuki

  〃
林 優紀 2aSA04

3pAD09

Hayasi Makoto 林 誠 2aAI04

Heese Maren 3aAI07

Heman Wirawan 3aAG03

Henzan Masafumi 平安山 昌史 3aAJ07

Hetherington Nicola P-129

Hidema Jun 日出間 純 2aAJ11

Higaki Takumi

  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃

檜垣 匠 1aAG07

1aAG12

1aSB02

1pAJ03

3pAE02

P-089

P-110

Higashibaba Toku 東馬場 徳 P-063

Higashijima Mariko

  〃
東島 万里子 1pAJ15

3aAE01

Higashiyama Tetsuya

  〃
  〃

東山 哲也 2aAI01

2aSA04

3aAG06

  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃

3aSF01

3pAE01

3pAG03

3pAG04

3pAG05

3pAG08

3pAI04

P-096

Higo Asuka

  〃
肥後 あすか 2aAE03

3aAD10

Higuchi Keita 樋口 慶太 3pAE10

Higuchi Yuumi 樋口 有未 3pAG10

Hikosaka Kouki

  〃
  〃

彦坂 幸毅 1pAD12

2aAJ11

P-055

Hioki Touya 旭置 桐哉 P-122

Hirai Kazuho 平井 一帆 P-088

Hirai Masami

  〃
  〃

平井 優美 1pAG05

2aAG07

3pAE09

Hirakawa Hideki

  〃
平川 英樹 1aSA08

3pAJ09

Hirakawa Takeshi 平川 健 2aAG11

Hirakawa Yoshihisa 平川 泰久 3aSB06

Hirakawa Yuki

  〃
平川 有宇樹 3aAE03

3aSF04

Hirano Hyuga 平野 日向 P-087

Hirano Mako 平野 麻子 P-065

Hirano Maya 平野 真彩 P-071

Hirano Tomoko

  〃
  〃
  〃

平野 朋子 1pAJ10

2aAE10

2aAE11

3aAD07

Hirano Tomonari 平野 智也 P-122

Hirano Yoshinori 平野 良憲 2aSA05

Hirao Asuka 平尾 明日香 P-117

Hirao Satoshi 平尾 聖 3pAG02

Hiraoka Masanori 平岡 雅規 1pAD14

Hirase Taishi 平瀬 大志 3aAH03

Hirata Kaori 平田 香里 1pAG01

Hirata Rikako 平田 梨佳子 P-140

Hirata Riko

  〃
平田 莉子 1pAI01

P-096

Hiratsuka Rie

  〃
平塚 理恵 3pAG09

P-144

Hiratsuka Yudai

  〃
平塚 雄大 P-151

P-152

Hirayama Momona 平山 桃菜 1aAG04

Hirayama Takashi 平山 隆志 3aAJ09

Hirokado Hidehito 廣門 秀仁 1pAI08

Hirokane Hajime 広兼 元 P-084

Hirooka Shunsuke

  〃
  〃
  〃
  〃

廣岡 俊亮 1pAI04

2aAH11

2aAH12

3aAG01

P-084

Hirose Euichi 広瀬 裕一 1aSC03

Hirose Shogo 廣瀬 匠悟 1pAG08

Hirose Yuu 広瀬 侑 P-083

Hirota Atsuko 廣田 敦子 P-129

Hirota Junya

  〃
広田 淳也 3aAI03

3aAI06

Hirota Kikue 広田 菊江 P-165

Hirota Shun

  〃
廣田 峻 1pAH07

P-005

Hirotsu Naoki 廣津 直樹 1pAD13

Hiruma Kei

  〃
晝間 敬 1pSB06

2aAI12

Hisano Hiroshi 久野 裕 3aAH06

Hishiyama Shojiro 菱山 正二郎 P-081

Hiura Tsutom 日浦 勉 P-032

Hiwatashi Yuji

  〃
  〃
  〃

日渡 祐二 1aAG04

3pAJ07

P-044

P-066

Hobo Tokunori 保浦 徳昇 1pSC01

Homan Yuki 寳満 由妃 1pAH06

Honda Rina

  〃
本多 璃奈 1pAD04

P-054

Honjo Masaya 本城 真也 P-163

Honjo Mie

  〃
  〃

本庄 三恵 1pAD02

2aAD01

3aAH08

Honjo Mie N 本庄 三惠 1pAD01

Hori Hirokazu 堀 裕和 P-150

Hori Hiroshi 堀 浩 3pAJ10

Hori Kiyotaka 堀 清鷹 P-023

Horibe Kazuya 堀部 和也 P-135

Horie Tomoaki 堀江 智明 1aAG01

Horiguchi Genki 堀口 元気 1pAD13

Horiguchi Gorou

  〃
堀口 吾朗 3aAE05

P-117

Horii Yujiro 堀井 雄治郎 1pAH05

Horio Munemasa 堀尾 宗正 1pAD04

Horisawa Sakae 堀澤 栄 P-031

Hosaka Aoi 保坂 碧 P-154

Hoshi Yoshikazu 星 良和 1pAH06

Hoshino Atsushi

  〃
星野 敦 1aSA05

2aAE07

Hoshino Masato 星野 真人 P-130

Hoshiyama Miki 星山 美樹 P-009

Hosoi Yoshihisa 細井 佳久 P-134

Hosokawa Ichijitsu 細川 一實 P-010

Hosokawa Yoichiroh

  〃
細川 陽一郎 1pAE05

3aAI09

Hosoya Fukutaro 細矢 福多郎 3pAD02

Hosoya Tsuyoshi 細矢 剛 P-019

Hotta Kazuhiro

  〃
堀田 一弘 1aSB06

3aAJ12

Huang Chaokun 黄 朝琨 1pAJ12

I

Iba Koh 射場 厚 1aAG07
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  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃

1pAI11

1pAI12

1pAI13

1pAI14

P-060

P-063

Ichihara Hisako

  〃
市原 寿子 1aSA08

3pAJ09

Ichihara Kensuke 市原 健介 3aAG02

Ichihashi Takeru 市橋 武 3aAH09

Ichinose Takako 一ノ瀬 孝子 2aAH12

Ide Aya 井出 紋 P-165

Ifuku Kentaro

  〃
伊福 健太郎 2aAJ10

3aAJ05

Igasaki Tomohiro 伊ケ﨑 知弘 P-081

Igawa Tomoko

  〃
  〃
  〃

井川 智子 2aSC01

3pAE08

3pAG06

3pAG07

Ihara Ayumi 井原 あゆみ 1pAJ07

Iida Hidetoshi

  〃
飯田 秀利 1aSF06

P-107

Iida Hiroyuki 飯田 浩行 1pAE06

Iida Kazuko 飯田 和子 P-107

Iimura Hideaki 飯村 秀明 2aAE08

Ikeda Hajime

  〃
  〃

池田 啓 1pAH07

1pAH09

P-074

Ikeda Hikari 池田 ひかり P-038

Ikeda Kouki 池田 公季 P-122

Ikeda Masafumi 池田 匡史 P-016

Ikeda Yoko

  〃
池田 陽子 3aAG10

P-125

Ikeda Youko 池田 陽子 2aAI06

Ikeda Yuko 池田 悠子 2aAD09

Ikegaya Hisato 池谷 仁里 2aAH01

Ikematsu Shuka 池松 朱夏 P-039

Ikematsu Taichi 池松 泰一 P-008

Ikemura Eri 池村 英里 1pAG11

Ikeuchi Asahi 池内 麻妃 P-138

Ikeuchi Momoko

  〃
池内 桃子 2aSC06

3pAE05

Ikeuchi Toru 池内 亨 3aAE01

Im Young-Tak 1pAH07

Imaichi Ryoko

  〃
今市 涼子 P-024

P-025

Imaizumi Natsuki 今泉 那月 P-017

Imaizumi Takato 今泉 貴登 3pSC02

Imamura Miyu

  〃
今村 みゆ 1pAE05

3aAI05

Imi Takuma 伊美 拓真 P-099

Imoto Ayame 井本 彩愛 3pAE03

Imoto Yuuta 井元 祐太 3aAI01

Inaba Takehito 稲葉 丈人 3aAJ05

Inaba Yusaku 稲葉 祐作 1aAG11

Inada Noriko 稲田 のりこ 1aAG08

Inagaki Soichi 稲垣 宗一 1pAE04

  〃 3pAI03

Inai Yuto 稲井 勇斗 P-056

Inami Masahiko 稲見 昌彦 1aSB01

Inazu Masataka 稲津 匡貴 3aAD04

Innami Ryoya 印南 椋矢 3aAG02

Inose Midori 猪瀬 碧 3aAJ07

Inoue Chie

  〃
井上 智絵 3aAH05

3aAH07

Inoue Chikako 井上 慎子 P-128

Inoue Daisuke 井上 大介 1aSB04

Inoue Hiroshi 井上 博 3aAH06

Inoue Kazuhito 井上 和仁 1pAG13

Inoue Keisuke

  〃
井上 佳祐 2aAE02

2aAE03

Inoue Komaki 井上 小槙 P-106

Inoue Masahiko 井上 雅裕 P-031

Inoue Natsumi 井上 夏実 P-070

Inoue Rie 井上 梨絵 P-169

Inoue Takumi 井上 拓海 P-072

Inoue Tomomi

  〃
井上 智美 3pSC07

P-111

Inoue Yasuhiro 井上 康博 P-123

Inoue Yuzuki 井上 柚紀 2aAI10

Inouhe Masahiro

  〃
井上 雅裕 P-056

P-164

Isagi Yuji 井鷺 裕司 P-004

Ishibashi Kana 石橋 可菜 3aAD03

Ishibashi Kodai 石橋 鴻大 3aAJ03

Ishibashi Kota 石橋 幸大 1pAI08

Ishida Ken-ichiro

  〃
石田 健一郎 2aAH07

P-048

Ishida Sakiko

  〃
石田 咲子 1pAE10

P-107

Ishida Takashi 石田 喬志 3aAI02

Ishida Tetsuya 石田 哲也 P-072

Ishida Toshiaki 石田 俊晃 1pAG07

Ishiduka Natumi 石塚 夏洋 1pAG02

Ishihara Katsuyuki 石原 克之 P-101

Ishii Kotaro

  〃
石井 公太郎 3pAJ06

P-122

Ishii Sosuke 石井 壮佑 P-005

Ishii Yuu

  〃
石井 悠 2aAH04

2aAH13

Ishikawa Haruna 石川 晴菜 P-049

Ishikawa Marumi 石川 まるみ P-165

Ishikawa Masaki

  〃
1pAJ14

3pAI05

Ishikawa Naoko 石川 直子 P-004

Ishikawa Shin-ichi 石川 真一 1aAH04

Ishikawa Shinnosuke 石川 慎之祐 P-059

Ishikawa Takahiro 石川 孝博 3aAD06

Ishikawa Takumi 石川 拓海 3aAD08

Ishikawa Toshiki

  〃
  〃

石川 寿樹 1pAD08

2aAJ06

P-079

Ishimaru Kanji 石丸 幹二 P-035

Ishimoto Yu 石本 優 1pAE08

Ishimoto Yukitaka

  〃
石本 志高 1aSB02

3pAE02

Ishizaki Haruka 石崎 遼 3aAH03

Ishizaki Kimitsune

  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃

石崎 公庸 1pAE04

1pAG05

1pSC03

2aAD03

2aAE01

2aAG02

2aSA04

3aAE04

3pAE06

P-069

P-112

P-114

P-118

Ishizaki Satomi 石崎 智美 P-028

Islam Md Sayeedul 1aAG09

Islam Mousona P-071

Isobe Sachiko

  〃
磯部 祥子 1aSA08

3pAJ09

Isoda Minako 磯田 珠奈子 3pSC03

Isono Kazuho 礒野 一帆 P-147

Itami Kenichiro 伊丹 健一郎 3pAD10

Itano Manatsu 板野 愛都 P-103

Ito Doshun 伊藤 道俊 1pAI11

Ito Emi

  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃

伊藤 瑛海 2aAI09

2aAI10

2aAI11

2aAI12

2aAI14

P-090

P-091

Ito Hisashi 伊藤 寿 3pAE04

Ito Kazuhiro 伊藤 和洋 1pAI11

Ito Keigo 伊藤 啓悟 1aAG11

Ito Koji 伊藤 光二 1aAG10

Ito Masaki

  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃

伊藤 正樹 1pAE09

3aAE08

3aAI03

3aAI05

3aAI06

3aAI07

P-117

Ito Motomi 伊藤 元己 P-004

Ito Nanami 伊藤 ななみ 3aAJ10

Ito Ryo 伊藤 凌 P-088

Ito Shinsaku 伊藤 晋作 3pAE07

Ito Shogo

  〃
  〃

伊藤 照悟 3pAG11

3pAJ02

3pSC01

Ito Takuro

  〃
  〃

伊東 拓朗 1pAH12

P-010

P-087

Ito Tasuku 伊藤 佑 2aAD01

Ito Toshiro

  〃
伊藤 寿朗 2aAE08

3pSC06
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Ito Yoko

  〃
  〃
  〃
  〃
  〃

伊藤 容子 1aSB05

2aAI09

2aAI12

2aAI14

P-090

P-091

Itoh Akari 伊東 杏花里 1pAD01

Itoh Yuya 伊藤 優也 P-082

Itou Mizuki 伊藤 瑞季 1aAG05

Iuchi Atsuko 井内 敦子 P-108

Iuchi Satoshi 井内 聖 P-108

Iwai Hiroaki

  〃
  〃
  〃
  〃
  〃

岩井 宏暁 P-100

P-102

P-103

P-104

P-105

P-110

Iwai Junji 岩井 淳治 3pAG10

Iwai Kasumi 岩井 香澄 1aAG04

Iwai Sosuke 岩井 草介 1aSC04

Iwakawa Hidekazu

  〃
岩川 秀和 1pAE09

1pAE11

Iwamoto Akitoshi

  〃
岩元 明敏 1aSF04

3aAI04

Iwamoto Kuninori 岩本 訓知 1pAE03

Iwane H. Atsuko

  〃
岩根 敦子 2aAH12

P-094

Iwano Megumi

  〃
  〃

岩野 惠 2aAG01

P-107

P-142

Iwasa Makiko 岩佐 万希子 2aAJ03

Iwasaki Miyuki

  〃
  〃

岩崎 美雪 3aAG04

3aAG05

P-128

Iwasaki Takaya 岩崎 貴也 1pAH07

Iwasaki Tetsushi 岩崎 哲史 P-046

Iwasaki Wataru 岩崎 渉 1pAH01

Iwase Akira

  〃
  〃

岩瀬 哲 3pAI04

3pAI06

P-040

Iwashina Tsukasa

  〃
岩科 司 3pAJ10

3pAJ11

Iwata Hiroyuki 岩田 寛之 1pAH12

Iwata Kentaro 岩田 健太郎 3aAE04

J

Jahan Akida P-071

Jantean Lalita 1pAJ13

Javzan Batkhuu P-106

Jifuku Mitsuki 地福 海月 1pAJ05

Jing Lun 1pSF04

Jürgens Jürgens 1pAE06

K

Kabeya Yukiko 1pAJ14

Kaburaki Nao

  〃
鏑木 菜緒 P-151

P-152

Kadofusa Naoya P-116

Kaga Keiya 加賀 慶也 2aAG07

Kagamoto Tsuyoshi 加賀本 剛 1pAI06

Kahino Zendai 柏野 善大 1aSB01

Kajikawa Masataka 梶川 昌孝 3pAI07

Kajiwara Tomoaki

  〃
梶原 智明 3aAG04

3aAG05

Kakegawa Koichi 掛川 弘一 P-081

Kakei Yusuke 筧 雄介 2aAG07

Kakimoto Tatsuo

  〃
柿本 辰男 2aAG03

3aAE06

Kaku Takuya 加来 卓也 P-141

Kakui Hiroyuki 角井 宏行 3pAG10

Kakutani Tetsuji

  〃
角谷 徹仁 1pAE04

3pAI03

Kamachi Hiroyuki 蒲池 浩之 P-066

Kamada Motoshi 鎌田 源司 P-066

Kamakura Mai 鎌倉 真依 P-043

Kambara Izumi 神原 泉 2aAE03

Kamei Yasuhiro

  〃
亀井 保博 3pAJ04

P-157

Kameo Shinsa 亀尾 辰砂 2aAJ04

Kameyama Chisato 亀山 知里 P-124

Kamezono Yuji 亀園 侑志 1aAG07

Kamijo Takashi 上條 隆志 2aAH07

Kaminaka Hironori 上中 弘典 P-163

Kamitani Mari 神谷 麻梨 3aAH08

Kamiya Kayo 神谷 佳世 1pAJ15

Kamiya Sho 神谷 蒋 3aAE07

Kamiya Yuki

  〃
神谷 有紀 3aAD02

P-045

Kamiyama Yoshiaki

  〃
  〃

神山 佳明 2aAD07

P-058

P-059

Kamon Eri 家門 絵理 1pAJ06

Kanamori Shunsuke 金森 駿介 2aAH13

Kanaoka Masahiro 金岡 雅浩 2aSA04

Kanatani Asaka 金谷 麻加 P-106

Kanazawa Takehiko 金澤 建彦 2aAI07

Kanda Norihiro 神田 哲大 2aSA06

Kaneda Hinata 金田 ひなた 1aAH05

Kaneko Kentaro 金古 堅太郎 3aAD11

Kaneko Yasuko

  〃
  〃

金子 康子 3pAE10

P-027

P-130

Kaneta Sanae 金田 紗苗 3aAE06

Kaneta Tsuyoshi 金田 剛史 P-132

Kanno Satomi 菅野 里美 1pSF02

Kanzawa Nobuyuki 神澤 信行 P-149

Karahara Ichirou

  〃
唐原 一郎 P-066

P-130

Kasahara Haruo 笠原 春夫 P-066

Kasahara Masahiro

  〃
笠原 賢洋 2aAE01

3pAG10

Kasei Akane 家政 茜 1pAG02

Kashima Makoto 鹿島 誠 2aAD03

Kashiwase Yusa 柏瀬 友咲 P-115

Kashiyama Yuichiro

  〃
柏山 祐一郎 1pAI06

3pAH06

Katagiri Sotaro

  〃
  〃

片桐 壮太郎 2aAD07

P-058

P-059

Kataoka Toshifumi 片岡 利文 P-023

Katayama Kaito 片山 魁人 P-046

Katayama Kenta 片山 健太 3pAJ08

Katayama Natsu 片山 なつ OL-AL1

Katayama Ryuta 片山 琉太 1pAD05

Katayama Takahiro

  〃
片山 貴博 3aAH05

3aAH07

Kato Hidetoshi 加藤 英寿 P-011

Kato Hirotaka

  〃
  〃
  〃

加藤 大貴 1pSC03

2aAG02

P-069

P-112

Kato Masahiro

  〃
加藤 雅啓 FP

P-014

Kato Shoichi 加藤 翔一 3aAI01

Kato Takehide 加藤 壮英 3pAE04

Katogi Takahiro 加藤木 高広 1pAH06

Katoh Hiroshi 加藤 浩 P-034

Katsuhara Maki 且原 真木 1aAG01

Katsuta Ryoki 勝田 亮紀 1pAJ04

Kawabata Shintaro 河端 晋太郎 P-106

Kawachi Masanobu

  〃
河地 正伸 2aAH08

3aAG03

Kawachi Naoki 河地 有木 P-102

Kawada Kojiro 川田 紘次郎 3pAE07

Kawade Kensuke 川出 健介 3pAH03

Kawaguchi Masayoshi

  〃
  〃
  〃

川口 正代司 1aAH07

1pAG09

3pAH03

3pAH04

Kawaguchi Yawako 川口 也和子 2aAH03

Kawahara Ryu 川原 隆 P-059

Kawaharada Yasuyuki 川原田 泰之 3pAH02

Kawai Junko

  〃
川井 絢子 P-128

P-141

Kawai-Yamada Maki

  〃
  〃
  〃
  〃

川合 真紀 1pAD08

1pAG06

2aAJ06

2aSB05

P-079

Kawakami Naoto

  〃
川上 直人 P-036

P-108

Kawakatsu Yaichi

  〃
  〃

川勝 弥一 1pAJ13

2aAG05

3aAD09

Kawakita Atsushi 川北 篤 1aAH12

Kawamoto Kenta 川本 健太 P-101

Kawamoto Nozomi

  〃
川本 望 2aSA05

3pAD06

Kawamura Ayako 河村 彩子 3pAI04
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  〃
  〃

3pAI06

P-113

Kawamura Jumpei 川村 純平 3aAI09

Kawamura Shogo

  〃
  〃
  〃

川村 昇吾 1pAG07

3aAG04

P-153

P-158

Kawano Shigeyuki

  〃
  〃

河野 重行 1pAD14

3aAG02

3pAJ06

Kawano Yoji 河野 洋治 1aSA02

Kawasaki Shinji 川﨑 信治 2aAH05

Kawasoe Takaya 川添 貴哉 1aAG07

Kawata Masakado

  〃
河田 雅圭 2aAH04

2aAH13

Kawato Shoko 川戸 祥子 1pAI09

Kawauchi Masaharu 河内 正治 3pAJ01

Kaya Hidetaka 賀屋 秀隆 2aAE05

Kazama Yusuke 風間 裕介 P-122

Keren-Keiserman Alexandra 2aAE09

Khoa Ho Viet 2aAD05

Kida Haruna 木田 春菜 P-154

Kihara Miki 木原 后紀 P-065

Kikuchi Aina 菊地 愛菜 1pAJ11

Kikuchi Haruki 菊地 陽貴 P-068

Kikuchi Hiroki 菊地 宏樹 3aAD02

Kikuchi Suzuka 菊池 涼夏 3aAI04

Kikuchi Yuichi 菊池 優一 P-125

Kikukawa Kotomi 菊川 琴美 1pAJ03

Kim June-Sik 金 俊植 3aAH04

Kim Seon-Hee 金 宣希 1pAH10

Kim Seung-Chul 金 承哲 1pAH10

Kimata Yusuke 木全 祐資 3pAE01

Kimura Hiroshi 木村 宏 3aAG09

Kimura Midori 木村 緑 P-107

Kimura Saori 木村 早央里 3aAJ12

Kimura Seisuke

  〃
  〃

木村 成介 2aAE11

P-012

P-039

Kimura Yume 木村 夢 2aAH09

Kinoshita Akari 木下 あかり 3aAD08

Kinoshita Atsuko

  〃
  〃

木下 温子 3aAG07

P-120

P-145

Kinoshita Moka 木下 もか P-024

Kinoshita Tetsu

  〃
  〃
  〃

木下 哲 1pAJ01

P-138

P-143

P-146

Kinoshita Toshinori

  〃
  〃
  〃

木下 俊則 2aSA04

3pAD08

3pAD09

3pAD10

Kishi Takuma 岸 拓真 P-084

Kishida Keisuke 岸田 佳祐 3aAI09

Kishimoto Junko

  〃
岸本 純子 2aAJ01

2aAJ03

Kishimoto Nana 岸本 奈々 P-124

Kishiya Moeka 岸谷 萌加 P-025

Kitagawa Munenori 北川 宗典 OL-AL2

Kitajima Ryotaro 北嶋 諒太郎 1aAH09

Kitamura Masanori 北村 真規 P-150

Kitano Yukichika 北野 幸親 P-047

Kitao Mitsutoshi

  〃
北尾 光俊 2aAJ02

2aAJ03

Kitaoka Rito 北岡 理杜 P-112

Kitaura Ginga 北浦 銀河 P-069

Kitazawa Miho 北沢 美帆 P-135

Kiyosue Tomohiro 清末 知宏 3aAE03

Kobari Hirono 小針 寛乃 P-044

Kobayashi Kappei

  〃
  〃
  〃

小林 括平 2aAE05

3aAH05

3aAH06

3aAH07

Kobayashi Keiko 小林 啓子 P-089

Kobayashi Koichi

  〃
小林 康一 1pAI15

P-080

Kobayashi Masatomo 小林 正智 P-108

Kobayashi Natsuko I. 小林 奈通子 2aAD03

Kobayashi Takehito 小林 健人 3aAJ09

Kobayashi Yusuke

  〃
  〃

小林 優介 1pAI08

1pAI09

P-097

Kobuna Hitomi 小鮒 ひと美 P-041

Koda Ryutaro 甲田 龍太郎 1pAH02

Kodama Kyoichi

  〃
児玉 恭一 3pAD01

3pAD02

Kofuji Rumiko

  〃
小藤 累美子 P-128

P-148

Koga Hiroyuki 古賀 皓之 3aAI08

Koga Kazunori 古閑 一憲 3aAD01

Kohara Mitsuyo

  〃
小原 光代 1aSA08

3pAJ09

Kohara Naoya 小原 直也 2aAD08

Kohchi Takayuki

  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃

河内 孝之 1aAG02

1pAE10

1pAG07

1pSB03

2aAE01

2aAE02

2aAG01

2aSA04

3aAG04

3aAG05

3aAG10

3pAI07

P-107

P-128

P-142

P-153

P-158

Kohguchi Tomohiro

  〃
香口 智宏 3aAH05

3aAH07

Köhler Claudia 3aAG08

Kohzuma Kaori

  〃
上妻 馨梨 2aAJ11

P-055

Koi Satoshi 厚井 聡 P-014

Koichi Uehara 上原 浩一 P-147

Koide Eri 小出 絵里 2aAG01

Koide Hina

  〃
小出 陽菜 3aAH05

3aAH07

Koide Yohei 小出 陽平 P-154

Koike Imari 小池 衣茉莉 3pAE07

Koizuka Nobuya 肥塚 信也 3pAJ10

Kojima Kenta 小嶋 健太 P-003

Kojima Mikiko

  〃
  〃
  〃

小嶋 美紀子 1pSC01

3aAH01

3aAH02

3pAD02

Kojima Shoko

  〃
  〃

小島 晶子 1pAE09

1pAE10

1pAE11

Kokugugata Goro 國府方 吾郎 1pAH12

Komaki Satoshi 小牧 知史 P-112

Komatsu Aino

  〃
小松 愛乃 3pAD01

3pAD02

Komojiri Marin 小茂尻 真凜 1aAH10

Kondo Akihiko 近藤 昭彦 3pAJ08

Kondo Mimari 近藤 美鞠 P-088

Kondo Yasumitsu 近藤 恭光 2aAG07

Kondo Yohei

  〃
近藤 洋平 1aSB03

P-038

Kondo Yuiki

  〃
近藤 唯貴 2aAH10

P-096

Kondo Yuki

  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃

近藤 侑貴 1pAE04

2aAE01

2aAG02

3aAE04

3aAI11

3pAE06

P-069

P-112

P-114

P-118

Kono Masaru

  〃
  〃

河野 優 2aAJ08

2aAJ09

P-030

Konrai Kaede 紺頼 楓 P-033

Kore-eda Shin 是枝 晋 P-078

Kosaka Yuuki 小坂 友紀 P-105

Kosetsu Ken 1pAJ14

Koshiba Ryo 小柴 崚 P-110

Koshimizu Shizuka 越水 静 2aAE07

Koso Ayumi 高祖 歩美 1aSA01

Kosugi Yoshiko 小杉 緑子 P-043

Kotake Toshihisa

  〃
  〃
  〃

小竹 敬久 1pAJ03

1pAJ07

3pAE10

P-125

Kotula Lukasz 2aAD04

Kou Shishin 康 子辰 1aSB02
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  〃 3pAE02

Kouhga Hidetaka 甲賀 英貴 P-050

Kouki Kensuke

  〃
幸木 謙典 3aAH01

3aAH02

Koyama Daiki 小山 大輝 1pAE02

Koyama Shohei 小山 翔平 3pAE08

Kozhevnikov Andrey E. 1pAH07

Kozhevnikova Zoya V. 1pAH07

Kozuka Toshiaki 小塚 俊明 1pAD03

Kubo Hiroyoshi 久保 浩義 P-082

Kubo Kenichi 久保 健一 P-147

Kubo Minami 久保 陽 P-047

Kubo Minoru 久保 稔 P-148

Kubo Motoki 久保 幹 P-053

Kubota Akane

  〃
久保田 茜 3pSC02

P-038

Kuchitsu Kazuyuki

  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃

朽津 和幸 1pAJ15

3aAD01

3aAD02

3aAD11

3aAE01

3aAE02

3aAG04

P-045

P-137

Kudo Takuto 工藤 拓登 P-119

Kudoh Hiroshi

  〃
  〃
  〃
  〃
  〃

工藤 洋 1pAD01

1pAD02

2aAD01

2aAD02

3aAH08

3pSC01

Kuki Hiroaki 九鬼 寛明 3pAE10

Kumagai Kazato

  〃
熊谷 風杜 3pAD01

3pAD02

Kumamaru Toshihiro 熊丸 敏博 1aAH09

Kumazawa Minoru 熊沢 穣 2aAJ10

Kume Atsushi

  〃
  〃
  〃

久米 篤 1aAH09

P-044

P-066

P-074

Kunieda Tadashi

  〃
  〃
  〃

國枝 正 1pAJ05

2aSA02

3aAI09

3aAI10

Kunimoto Kan 國本 完 2aAE03

Kunita Itsuki 國田 樹 1aAG12

Kunitake Hisato 國武 久登 P-122

Kurahashi Kensuke

  〃
倉橋 健介 P-046

P-047

Kurata Kaoruko

  〃
倉田 薫子 2aSF06

P-002

Kurata Rie 倉田 理恵 P-064

Kurihara Akira 栗原 暁 P-026

Kurihara Daisuke 栗原 大輔 3pAG05

Kurihara Yukio

  〃
栗原 志夫 3aAJ03

3pAJ01

Kuriki Moeka 栗木 萌佳 P-062

Kurita Yuko 栗田 悠子 2aAD03

Kuriyama Kazunori

  〃
栗山 和典 3aAG11

3aAJ02

Kuroda Hiroki 黒田 大生 1pAH08

Kuroda Hiroshi 黒田 洋詩 1pAI05

Kuroha Takeshi 黒羽 剛 P-109

Kuroiwa Haruko

  〃
  〃
  〃

黒岩 晴子 1pAI03

1pAI04

3aAI01

P-084

Kuroiwa Tsuneyoshi

  〃
  〃
  〃

黒岩 常祥 1pAI03

1pAI04

3aAI01

P-084

Kurokawa Ken 黒川 顕 1aSA07

Kurokura Takeshi 黒倉 健 3pSC05

Kuromori Takashi 黒森 崇 3aAJ03

Kuronuma Takanori 黒沼 尊紀 P-147

Kurosawa Takahide

  〃
黒沢 高秀 2aSF05

3pAH05

Kurotani Ken-ichi

  〃
  〃

黒谷 賢一 1pAJ12

1pAJ13

2aAG05

Kurusu Takamitsu 来須 孝光 3aAD11

Kusaba Makoto 草場 信 1pAD03

Kushiro Tetsuo

  〃
久代 哲夫 2aAG07

3aAJ05

Kusumi Kensuke 楠見 健介 1pAI11

Kuwata Keiko

  〃
桑田 啓子 1pAD04

3pAD09

Kyozuka Junko

  〃
  〃
  〃
  〃

経塚 淳子 2aAE04

3pAD01

3pAD02

3pAD03

P-129

L

L. Bowman John 3aAG04

Lam Pui Ying 1pAJ08

Lang Lucas 3aAI07

Levy Matan 2aAE09

Li Junnan 李 俊男 1aAH11

Li Zhiyu 李 芷瑜 2aAJ11

Lin Feiyang 林 霏揚 3aAE09

Lin Jong 2aAH12

Liu Chang 3aAG04

Luo Jiajie 羅 嘉傑 1pAD05

Luo Qianqian 羅 倩倩 1pAJ13

Luo Yi 羅 依 3pAD03

M

M. Kanaoka Masahiro 金岡 雅浩 3pAE01

Mabuchi Atsushi

  〃
馬渕 敦士 1pAI13

P-060

  〃 P-063

Machfuudzoh Afiifah P-110

Machida Chiyoko

  〃
  〃

町田 千代子 1pAE09

1pAE10

1pAE11

Machida Daisuke 町田 大輔 3aAD11

Machida Minori 町田 美倫 P-029

Machida Yasunori

  〃
  〃

町田 泰則 1pAE09

1pAE10

1pAE11

Maeda Ayako 前田 彩子 2aAI02

Maeda Bumpei 前田 文平 3pAD10

Maeng Changhyun P-044

Maeno Momoka 前野 桃香 P-121

Maenosono Taiga 前之園 大雅 P-147

Maeshima Masayoshi 前島 正義 2aAG07

Magota Kana 孫田 佳奈 1pAH09

Mahakham Wuttipong 3aAG03

Makino Takashi 牧野 能士 P-032

Makita Yuko 蒔田 由布子 3pAJ01

Mamiya Akihito

  〃
  〃
  〃
  〃

間宮 章仁 3aAJ09

3pAE06

3pAI02

3pAI04

P-114

Manada Noriaki 眞田 宣明 P-084

Manaki Mimura 三村 真生 P-139

Mano Haruto 真野 温人 P-018

Mano Hiroaki 真野 弘明 3pAD04

Mano Shoji

  〃
真野 昌二 1aSA06

1aSB06

Marchuk Elena P-018

Martinez-Hevia Iris 1pSF04

Marugami Momo 丸上 萌々 3aAJ05

Maruta Takanori

  〃
丸田 隆典 3aAD03

3aAD06

Maruyama Daisuke

  〃
  〃
  〃
  〃
  〃

丸山 大輔 1pAJ01

1pSB01

3aAG07

P-138

P-143

P-146

Maruyama Moe 丸山 萌 1pAI06

Maruyama Shinichiro

  〃
  〃

丸山 真一朗 1aSC01

2aAH04

2aAH13

Maryenti Tety P-145

Mase Hikari 間瀬 輝 1aAG02

Mase Kosuke 間瀨 皓介 3aAE07

Mashiguchi Kiyoshi

  〃
増口 潔 1pAG07

P-153

Masuda Chiho 増田 千穂 P-124

Masuda Shinji

  〃
増田 真二 1pAI11

3aAD04

Masuda Tatsuru

  〃
  〃

増田 建 2aAI03

3aAE05

3aAJ06
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  〃 P-126

Masutomi Hirofumi 増冨 裕文 P-101

Matoba Yohsuke 的場 洋祐 1pAG04

Matsuba Chinatsu 松葉 千夏 1pAJ05

Matsubara Chisaki 松原 知咲希 P-136

Matsubara Hiromu 松原 広夢 1aAH05

Matsubayashi Yoshikatsu

  〃
  〃

松林 嘉克 1pAD04

2aSA04

P-167

Matsuda Osamu 松田 修 1aAH09

Matsuda Riku 松田 陸玖 3pAD04

Matsuda Yusuke

  〃
松田 祐介 2aAJ05

3aSB05

Matsui Hiroaki 松井 啓晃 2aAJ05

Matsui Minami

  〃
  〃
  〃

松井 南 2aAG07

3aAJ03

3aAJ05

3pAJ01

Matsumoto Ayumi 松本 歩 P-143

Matsumoto Hikari

  〃
松本 光梨 1aSB02

3pAE02

Matsumoto Kento 松本 建人 3aAJ08

Matsumoto Tomoko 松本 朋子 1aAG08

Matsumoto Yuma 松本 侑真 P-101

Matsunaga Sachihiro

  〃
  〃
  〃
  〃
  〃

松永 幸大 3aAG09

3aAI01

3aAI04

3aAJ10

3pAI01

3pAI03

Matsuo Mia 松尾 海愛 P-149

Matsuo Takuya 松尾 拓哉 1pAD05

Matsuoka Keita

  〃
松岡 啓太 3aAI11

P-110

Matsuoka Megumi 松岡 慈 3aAG09

Matsushima Ryo 松島 良 3aAH06

Matsushita Katsuyoshi松下 勝義 1pAE05

Matsushita Tomonao

  〃
松下 智直 1pAD04

P-058

Matsuura Takakazu 松浦 恭和 2aAI06

Matsuzaki Ryo

  〃
松崎 令 3aAG03

3aSB02

Matsuzawa Megumi 松澤 萌 2aAE11

Matumoto Ayumi 松本 歩 P-140

Matuura Takumi 松浦 拓海 P-075

Mega Ryosuke 妻鹿 良亮 3aAH04

Melogno Isaty 1aAG06

Mhamdi Amna 3aAD03

Michitaka Notaguchi 野田口 理孝 1pAJ12

Migihashi Masako 右橋 雅子 3pAI03

Mihara Iori 三原 衣織 3pAD07

Mikami Koji 三上 浩司 2aAD05

Miki Imoto 井本 美紀 3aSF01

Miki Yasushi 幹 康 3aAI12

Mimura Tetsuro

  〃
  〃

三村 徹郎 1pAG05

1pSF01

2aAD03

  〃
  〃

2aAG02

P-069

Mimuro Amane 三室 周 3pAG06

Minagawa jun 皆川 純 3aAJ04

Minakuchi Yohei 水口 洋平 3aAG03

Minami Atsushi 南 淳 1aAH08

Minamino Naoki 南野 尚紀 1aSB06

Minamitani Tadashi 南谷 忠志 P-029

Mine Akira 峯 彰 P-140

Mineta Keito

  〃
峯田 敬斗 3aAI06

3aAI07

Mineyuki Yoshinobu 峰雪 芳宣 P-130

Minoda Akiko 蓑田 亜希子 P-129

Misawa Koki

  〃
三沢 昴輝 2aAD11

2aAD12

Misumi Osami

  〃
  〃
  〃

三角 修己 1pAI04

3aAI01

P-084

P-161

Mitsuda Nobutaka

  〃
  〃
  〃

光田 展隆 1pAJ08

1pAJ12

1pSB03

3aAG07

Mitsui Toshiaki 三ツ井 敏明 3aAD11

Mitsuyama Susumu 満山 進 P-078

Mitsuzawa Hiroshi 光澤 浩 P-124

Miura Chihiro 三浦 千裕 P-163

Miwa Kyoko 三輪 京子 2aSA03

Miyabe Marcos Takeshi宮部 マルコス武志
2aAD10

Miyachi Momoko

  〃
宮地 桃子 P-103

P-105

Miyachi Takaaki 宮地 孝明 2aAI03

Miyagi Atsuko

  〃
  〃
  〃
  〃

宮城 敦子 1pAD08

1pAG06

2aAJ06

2aSB05

P-079

Miyagishima Shin-ya

  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃

宮城島 進也 1pAI03

1pAI04

2aAH04

2aAH11

2aAH12

3aAG01

P-084

Miyakawa Takuya 宮川 拓也 3aAJ05

Miyake Chikahiro 三宅 親弘 2aAJ10

Miyake Yuzuki 三宅 唯月 3pAD05

Miyakoshi Akari 宮越 茜里 P-103

Miyamae Toshihiko 宮前 俊彦 P-084

Miyamoto Futoshi 宮本 太 P-029

Miyamoto Koji 宮本 皓司 3aAH04

Miyamura Shinichi 宮村 新一 3aAG02

Miyashima Shunsuke

  〃
宮島 俊介 1pAE05

2aAG08

Miyata Hitomi 宮田 ひとみ P-057

Miyata Kazuki 宮田 和輝 3aAH02

Miyata Marina 宮田 麻梨奈 P-051

Miyazaki Akane 宮崎 あかね P-025

Miyazaki Koyo 宮﨑 光洋 3aAJ08

Miyazaki Madoka 宮崎 まどか 3pAG02

Miyazaki Motoki

  〃
宮崎 基 3aAG04

3aAG05

Miyazaki Sakuta 宮崎 朔多 P-070

Miyazaki Tatsuya 宮崎 竜也 3pAE03

Miyazaki Yuko 宮崎 祐子 3pSC07

Miyazawa Yutaka

  〃
  〃

宮沢 豊 1pAD07

P-037

P-042

Miyoshi Yuta 三好 悠太 P-102

Mizobuchi Aya 溝渕 綾 2aAH06

Mizokami Yusuke

  〃
  〃
  〃

溝上 祐介 1aAH05

1pAD13

P-061

P-062

Mizuno Shinji 水野 真二 P-124

Mizuno Takayuki 水野 貴行 3pAJ11

Mizuno Tsukumo 水野 九十九 P-052

Mizuta Yoko

  〃
  〃

水多 陽子 1pSB04

3aSF01

3pAG03

Mizutani Miya

  〃
水谷 未耶 2aSA04

3pAE01

Mochida Keiichi

  〃
持田 恵一 P-106

P-165

Mochizuki Atsushi 望月 敦史 P-123

Mochizuki Ko 望月 昂 1aAH12

Mochizuki Takako

  〃
望月 孝子 3aAG04

P-158

Mogi Yuko

  〃
  〃
  〃

茂木 祐子 1pAI01

1pAI02

2aAH10

P-096

Möller Michael P-156

Momiki Ryosuke

  〃
樅木 亮介 1pSB03

2aAE02

Monda Keina

  〃
門田 慧奈 P-060

P-063

Mori Airi 森 愛理 2aAI06

Mori Hiroki 森 裕基 3pAH05

Mori Hiroshi 森 太志 P-054

Mori Kazuha 毛利 一葉 P-054

Mori Shusei 森 秀世 1pAE04

Mori Tetsuya 森 哲也 1pAG05

Moriguchi Yoshinari 森口 喜成 3pAG10

Morikami Atsushi

  〃
  〃

森上 敦 1pAG08

3aAE07

3aAJ12

Morikawa Ryu 森川 龍 3pAI02

Morimoto Mei 森本 芽依 2aAH05

Morinaka Hatsune

  〃
  〃

森中 初音 3pAI02

3pAI04

3pAI06

Morinobe Ryoko 森野邉 涼子 1pAJ13
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Morishima Natsumi 森島 菜摘 2aAJ05

Morita Miyo 森田 美代 2aSA06

Morita Mizuki 森田 瑞生 3pAG01

Morita Nana 森田 奈菜 P-168

Morita Tatsuyoshi 森田 竜義 P-001

Morita (Terao) Miyo

  〃
  〃

森田（寺尾） 美代
2aSA05

3pAD06

3pAE04

Moriyama Hiromitsu

  〃
森山 裕充 3aAG11

3aAJ02

Moriyama Ryo 森山 亮 2aAJ03

Motomura Kazuki

  〃
  〃
  〃

元村 一基 3aAJ08

P-140

P-143

P-150

Motose Hiroyasu

  〃
  〃

本瀬 宏康 1aAG02

1aAG03

1pAE02

Moussa Benhamed 3aAI06

Mukai Ayaka 向井 彩賀 P-105

Mukai Mai 向井 麻衣 P-117

Murai Yoshinori 村井 良徳 P-087

Murakami Akio

  〃
村上 明男 1pAG05

P-026

Murakami Kana 邑上 夏菜 3pSC07

Murakami Kei 村上 慧 3pAD10

Murakami Noriaki

  〃
  〃

村上 哲明 1pAH02

P-011

P-023

Murakami Wakana 村上 若奈 P-144

Murakami Yugo 村上 侑吾 3aAJ07

Muramatsu Junko 村松 順子 P-057

Muranaka Tomoaki

  〃
  〃
  〃

村中 智明 1pAD02

2aAD01

3pSC01

3pSC02

Muraoka Ryoko 村岡 涼子 3pAE06

Murata Masatune 村田 容常 1pAG02

Murata Takashi 1pAJ14

Murata Yusuke 村田 裕介 2aAE06

Muro Keita 室 啓太 3pAG08

Mutsuga Ikuya 六鹿 郁哉 P-068

N

Nagae Takuya

  〃
長江 拓也 3aSF01

3pAG03

Nagahara Shiori

  〃
永原 史織 3aSF01

P-146

Nagai Keisuke 永井 啓祐 1pSC01

Nagai Kenji 永井 健治 P-107

Nagai Masaki 永井 正紀 P-080

Nagakawa Yoshiyasu 永川 栄泰 3pAH05

Nagano Atsushi

  〃
  〃

永野 惇 1pAH09

2aAD03

3aSC01

  〃 3pSC02

Nagano Minoru 長野 稔 P-098

Nagano Soichiro 永野 聡一郎 1pAJ08

Nagao Koki 長尾 幸紀 P-131

Nagao Leina 長尾 レイナ P-091

Nagase Maiko 長瀬 舞子 P-059

Nagase Makoto 永瀬 真 P-031

Nagata Kaho 永田 果穂 P-108

Nagata Kenji 永田 賢司 1pAE07

Nagata Noriko

  〃
  〃
  〃

永田 典子 1pAI04

1pAI15

3aAI01

P-089

Nagatani Akira 長谷 あきら 1pAD01

Nagayama Teruki

  〃
長山 照樹 P-100

P-102

Nagumo Tamotsu 南雲 保 3aAG02

Naiki Nozomi 内木 希美 3aSF01

Naito Keigo 内藤 圭吾 P-163

Naito Yurina 内藤 佑里菜 P-150

Nakaba Satoshi 半 智史 1pAJ09

Nakada Ryogo 中田 了五 1pAJ09

Nakae Satoko

  〃
中江 聡子 P-060

P-063

Nakagami Hirofumi

  〃
  〃
  〃

中神 弘史 1aAG02

3aAH05

3aAH06

3aAH07

Nakagawa Mayu 中川 繭 P-119

Nakagawa Sakumi

  〃
中川 朔未 1aSB02

3pAE02

Nakagawa Tsuyoshi 中川 強 3aAD05

Nakahara-Tsubota Miho中原－坪田 美保
2aAH06

Nakai Kota 中井 皐太 1pAD05

Nakai Tomonori 中井 朋則 P-130

Nakajima Keiji

  〃
  〃
  〃

中島 敬二 1aAG11

1pAE05

2aAG08

3pSB04

Nakajima Kohdai 中島 耕大 3pAG05

Nakamichi Norihito 中道 範人 3aAE07

Nakamura Airi 中村 亜衣里 P-050

Nakamura Atsuko

  〃
中村 敦子 P-100

P-102

Nakamura Hidemitsu 中村 英光 3pAE07

Nakamura Kei-ichiro 中村 桂一郎 P-095

Nakamura Keita 中村 恵太 1aAG04

Nakamura Koh

  〃
中村 剛 P-018

P-087

Nakamura Koki

  〃
中村 光希 3aAG10

P-125

Nakamura Mana 中村 真菜 P-157

Nakamura Masato 中村 優斗 1pAG03

Nakamura Masayoshi 中村 匡良 1pSF02

Nakamura Moritaka 中村 守貴 2aSA06

Nakamura Shingo 中村 信吾 P-151

  〃 P-152

Nakamura Sohta 中村 聡汰 3pAE01

Nakamura Takahiro 中村 崇裕 3aAJ09

Nakamura Toru 中村 亮 P-148

Nakamura Tsuyoshi 中村 剛士 P-001

Nakamura Yasukazu

  〃
  〃
  〃

中村 保一 1aSA08

3aAG04

3pAJ09

P-158

Nakane Takahisa 中根 孝久 3pAJ11

Nakano Akihiko

  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃

中野 明彦 2aAI09

2aAI10

2aAI11

2aAI12

AP

P-090

P-091

Nakano Masaru 中野 優 3pAG10

Nakano Minami 中野 美波 P-036

Nakano Takeshi

  〃
  〃
  〃

中野 雄司 2aAG07

2aAJ10

3aAJ05

P-106

Nakano Yuki 中野 侑希 1pAD05

Nakata Miyuki

  〃
中田 未友希 1pAJ02

1pAJ04

Nakato Narumi 中藤 成実 P-007

Nakatsuka Seira 中塚 星来 P-117

Nakaya Akihiro 中谷 明弘 3pAJ09

Nakayama Hokuto 中山 北斗 OL-AL3

Nakayama Takeshi 中山 剛 P-048

Nakayama Takuro

  〃
中山 卓郎 1aSC02

P-095

Nakazawa Masami

  〃
中澤 昌美 1pAI06

3pAH06

Nakazono Mikio 中園 幹生 1pAI12

Namba Noriaki 南波 紀昭 2aAH07

Nanko Kazuki 南光 一樹 P-032

Naoya Sugi 杉 直也 P-146

Nara Kumi 奈良 久美 P-075

Naramoto Satoshi P-116

Narimatsu Jo 成松 丈 1pAI13

Narita Aone 成田 碧希 P-073

Narita Ayu 成田 あゆ 2aAJ02

Narutaki Aoi 鳴瀧 葵 P-118

Nawary Hermanus 2aAJ05

Negi Juntaro

  〃
  〃
  〃
  〃

祢宜 淳太郎 1pAI12

1pAI13

1pAI14

P-060

P-063

Negishi Katsuya 根岸 克弥 2aAE05

Nemoto Takanari 根本 岳忠 3aAD04

Nihei Kenichi 二瓶 賢一 3aAH04

Niitsu Takahiro 新津 嵩大 P-108

Niki Teruo 仁木 輝緒 3aAI12

Nishida Hanna 西田 帆那 3aAH-AL1
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Nishida Harufumi 西田 治文 2aSF03

Nishida Keiji 西田 敬二 3pAJ08

Nishihama Ryuichi

  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃

西浜 竜一 1pAE10

1pSB03

2aAE01

2aAG01

2aSA04

3aAE02

3aAG04

3aAG05

3aAG10

3pAI07

P-107

P-142

P-153

P-158

Nishii Kanae 西井 かなえ P-156

Nishii Maki 西井 麻貴 1pAG12

Nishii Yuichi 西井 裕一 1pAE01

Nishikawa Shuh-ichi 西川 周一 2aSC02

Nishikawa Toshio

  〃
西川 俊夫 3aAH01

3aAH02

Nishimoto Yuko 西本 右子 1pAG13

Nishimura Akihiro 西村 明洋 1pAH11

Nishimura Kohji

  〃
西村 浩二 2aAI03

3aAJ06

Nishimura Noriyuki 西村 宜之 P-059

Nishimura Sakura

  〃
西村 さくら 1pAI13

1pAI14

Nishimura Takeshi

  〃
西村 岳志 2aSA05

3pAD06

Nishimura Yoshiki

  〃
  〃

西村 芳樹 1pAI07

1pAI08

P-097

Nishino Takako

  〃
西野 貴子 P-001

P-004

Nishio Haruki 西尾 治幾 2aAD01

Nishitani Kazuhiko

  〃
西谷 和彦 2aAG10

P-109

Nishiuchi Takumi

  〃
  〃

西内 巧 3aAH05

3aAH07

3aAI07

Nishiura Shu 西浦 周 P-084

Nishiyama Tomoaki

  〃
  〃
  〃

西山 智明 2aAH01

P-099

P-141

P-148

Nitta Joel ニッタ ジョエル
1pAH01

Nitta Noritoshi 新田 紀敏 P-010

Noda Hiroshi

  〃
野田 博士 1pAH12

P-003

Noda Kyoko 野田 響子 1pAG02

Noguchi Ko

  〃
  〃
  〃

野口 航 1aAH05

1pAD13

P-061

P-062

Nomoto Mika

  〃
  〃
  〃

野元 美佳 1pAD04

1pAE11

2aSA01

P-054

Nomoto Yuji

  〃
  〃
  〃

野本 友司 3aAI03

3aAI05

3aAI06

3aAI07

Nomura Mami 野村 真未 P-095

Nomura Toshihisa 野村 俊尚 P-165

Nonomura Ken-Ichi

  〃
野々村 賢一 3pAG09

P-139

Nonoyama Tomonobu

  〃
野々山 朋信 1aSB02

3pAE02

Norizuki Takuya 法月 拓也 1aSB06

Nosaki Syohei 野﨑 翔平 3aAJ05

Notaguchi Michitaka

  〃
  〃
  〃

野田口 理孝 1pAJ13

2aAG05

2aSC05

3aAD09

Nozaki Hisayoshi

  〃
野崎 久義 2aAH02

3aAG03

Nozaki Mamoru 野崎 守 1pAG03

Numata Chizuru 沼田 千鶴 P-157

Numata Yuuichirou 沼田 雄一郎 1pAD14

Nussaume Laurent

  〃
1pSF02

1pSF03

O

Obara Akina 小原 晶奈 P-030

Obata Tomoki

  〃
小畑 智暉 1pAI12

1pAI14

Obayashi Takeshi 大林 武 P-155

Obushi Noriyasu 大伏 仙泰 1aSB01

Oda Yoshihisa 小田 祥久 1aSB01

Oe Natsuki 大江 夏希 P-024

Ogasahara Yuka 小笠原 優華 1pAG10

Ogata Reika 緒方 玲香 1pAI10

Ogata Takuya 小賀田 拓也 2aAG04

Ogawa Mari 小川 麻里 P-030

Ogawa Takahisa 小川 貴央 3aAD06

Ogawa Takako 小川 敬子 P-076

Ogawa-Ohnishi Mari 大西 (小川) 真理
2aSA04

Ogiso-Tanaka Eri 小木曽 映里 1pAG01

Ogita Kosuke 荻田 航佑 3aAE11

Oguchi Riichi

  〃
小口 理一 2aAJ09

P-032

Ogura Nao 小倉 菜緒 3pAE05

Ohashi Rei 大橋 礼 P-021

Ohashi-Ito Kyoko

  〃
伊藤（大橋） 恭子

1pAE03

1pAE04

Ohata Kazuma

  〃
大畠 和真 2aAG07

2aAJ10

Ohata Tomomi 大畑 怜未 1pAD04

Ohba Yusuke 大場 裕介 P-110

Ohgaki Miho 大垣 美萌 1pAD10

Ohi Shoko

  〃
大井 祥子 3pAD04

P-167

Ohkawa Hiroshi 大河 浩 P-073

Ohkawa Ryoya 大川 諒也 2aSA04

Ohki Moeka 大木 萌花 P-149

Ohkubo Satoshi 大久保 智司 1pAG06

Ohkubo Yuri 大久保 祐里 2aSB01

Ohme-Takagi Masaru

  〃
高木 優 2aAG07

3aAG07

Ohmiya Yasunori 大宮 泰徳 P-134

Ohmura Yoshihito 大村 嘉人 2aAH06

Ohnishi Miwa 大西 美輪 1pAG05

Ohno Natsumi 大野 奈津美 2aAE05

Ohno Sho 大野 翔 3aAG11

Ohnuma Mio 大沼 みお P-084

Ohori Chihiro 大堀 智博 2aAI09

Ohori Yusuke 大堀 祐輔 P-058

Ohshima Issei 大島 一正 2aAE11

Ohta Hiroyuki 1pAJ14

Ohta Hisataka

  〃
太田 尚孝 P-049

P-050

Ohta Keisuke 太田 啓介 P-095

Ohta Shohei 太田 翔平 2aAD06

Ohtani Misato

  〃
  〃
  〃
  〃
  〃

大谷 美沙都 1pAJ06

1pAJ07

2aSA06

3aAE05

3aAJ03

P-117

Ohtani Nao 大谷 直央 1pAI08

Ohtsu Mina 大津 美奈 1pSB05

Ohyama Ryo 大山 諒 3aAI11

Oi Takao

  〃
  〃

大井 崇生 1pAG13

2aAD04

P-146

Oikawa Akira

  〃
及川 彰 3aAD04

3pAH03

Oishi Ayumi 大石 歩 2aAI05

Ojeda Darío P-013

Oka Yoshito 岡 義人 1pAD04

Okabe Maiko

  〃
岡部 麻衣子 1pAG07

P-153

Okamoto Masanori

  〃
  〃

岡本 昌憲 3aAH04

P-036

P-041

Okamoto Naoki 岡本 直樹 3aSF06

Okamoto Takashi

  〃
  〃

岡本 龍史 3aAG07

P-120

P-145

Okamoto Tomoko 岡本 朋子 1aAH12

Okayasu Koji 岡安 浩二 2aAG05

Okazaki Karin 岡崎 夏鈴 3pAE07

Okita Miyu 大北 美結 2aAE10

Okoshi Masako 大越 昌子 3aAG02

Okubo Ryosuke 大久保 亮佑 2aAJ05
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Okuda Haruki 奥田 悠希 P-084

Okuda Satohiro 奥田 哲弘 3pAG04

Okui Keisuke 奥井 啓介 3pAH05

Okuma Nao 大熊 直生 1pAG09

Okumura Takamasa 奥村 賢直 3aAD01

Olangua María P-013

Omori Tomoki 大守 知樹 1pSC01

Omura Yuki 大村 祐輝 3aAD07

Ong Midori オン 碧 P-034

Onishi Tomoya 大西 智也 P-053

Ono Kiyomi 小野 清美 2aAJ02

Ono Sumire 小野 すみれ 3aAD04

Onoda Yusuke

  〃
小野田 雄介 P-033

P-066

Onodera Tomoka 小野寺 智香 P-048

Onuma Hiroki 大沼 弘樹 P-010

Onuma Ryo

  〃
  〃

大沼 亮 1aSC06

2aAH04

2aAH12

Ooi Natsumi 押井 夏海 3aAD05

Ookawa Taiichiro 大川 泰一郎 1pAG06

Oono Youko

  〃
大野 陽子 P-151

P-152

Ori Naomi 2aAE09

Osada Hiroyuki 長田 裕之 2aAG07

Osanai Takashi 小山内 崇 1pAG12

Oshima Yoshimi 大島 良美 3aAG07

Osuman Zurina ズリナ オスマン
P-126

Ota Shuhei 大田 修平 2aAH08

Ota Tadayoshi 大田 惟善 2aAJ05

Ota Tomomichi

  〃
太田 智通 3aAE10

3aAJ12

Otani Masahiro 大谷 真広 3pAG10

Otani Tomoki 大谷 知希 1pAD11

Otomaru Daisuke 乙丸 大輔 3aAD05

Otsu Mina 大津 美奈 P-115

Otsuka Ayami 大塚 彩海 P-124

Otsuka Kurataka 大塚 蔵嵩 3aAJ09

Otsuka Miyuki 大塚 みゆき 3pAJ10

Oya Satoyo 大矢 恵代 3pAI03

Oyama Tokitaka

  〃
  〃
  〃

小山 時隆 3pAG11

3pAJ02

3pSC01

3pSC03

Oyama Yoichi 尾山 洋一 P-030

Ozaki Ryosuke 尾崎 友亮 3pSC02

Ozawa Shin-Ichiro 小澤 真一郎 1pAI05

P

Pak Jae-Hong 1pAH07

Palomar Miguel 1pAI07

Park Jihwan P-109

Paz-Ares Javier 1pSF04

Pitaksaringkarn Weerasak P-110

Podbilewicz Benjamin

ポドヴィレヴィッチ ベンジャミン
3pAG05

Pooma Rachun 1pAH03

Poopath Manop 1pAH03

Poza Cesar 1pSF04

Pratama Berbudi Bintang 3pAE08

Pu Fading 1pAH03

Puga Mabel 1pSF04

Pulungan Sri Imriani 3pAE03

Q

Qian Pingping 銭 平平 2aAG03

Quilbe Johan 3pAH01

R

R. Katsuhara Koki 勝原 光希 3pSC07

Ramírez-Barahona Santiago 1pAH01

Randeep Rakwal P-110

Raynaud Cécile 3aAI05

Romani Facundo P-158

Ronse De Craene Louis 1aSF01

Ryo Masasi 龍 昌志 P-068

Rzepecka Natalia Julia 2aAI14

S

S.Ishioka Noriko 石岡 典子 P-102

Saegusa Natsumi

  〃
三枝 菜摘 2aAE01

2aAE03

Sagami Taku 相模 拓 P-088

Sahashi Norio 佐橋 紀男 P-005

Saigusa Mizuki 三枝 瑞季 P-059

Saijo Yusuke

  〃
  〃

西條 雄介 1pSF05

3aAH03

P-064

Saito Akira 齋藤 輝 3aAD11

Saito Masashi 齋藤 誠志 3aAD11

Saito Misaki

  〃
齊藤 美咲 1pSB03

2aAE02

Saito Susumu 斉藤 進 3aAI12

Saito Toshihiro 斉藤 俊浩 P-007

Saitou Yoshikazu 齋藤 慶和 P-050

Sakaguchi Shota 阪口 翔太 P-004

Sakai Atsushi 酒井 敦 1aAH01

Sakai Shoko

  〃
酒井 章子 1aAH10

1aAH11

Sakai Yuuki

  〃
  〃
  〃

酒井 友希 1pSC03

2aAG02

P-069

P-112

Sakakibara Hitoshi

  〃
  〃
  〃

榊原 均 1pSC01

3aAH01

3aAH02

3pAD02

Sakakibara Keiko 榊原 恵子 1pAE08

  〃
  〃

P-128

P-141

Sakamoto Gakuto 坂本 岳人 P-084

Sakamoto Joe

  〃
坂本 丞 3pAJ04

P-157

Sakamoto Mika

  〃
坂本 美佳 3aAG04

P-158

Sakamoto Shingo 坂本 真吾 1pAJ02

Sakamoto Shougo 坂本 昌悟 1pAD03

Sakamoto Takuya

  〃
  〃
  〃
  〃

坂本 卓也 3aAG09

3aAI04

3aAJ10

3pAI01

3pAI03

Sakamoto Tomoaki

  〃
坂本 智昭 P-012

P-039

Sakamoto Yuki

  〃
  〃

坂本 勇貴 1aAG09

3aAJ10

3pAI01

Sakata Shuhei 坂田 周平 P-035

Sakata Yoichi

  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃

坂田 洋一 1pAD11

2aAD09

2aAD10

2aAD11

2aAD12

3aAH09

3aAJ11

3pAJ07

P-071

P-072

Sakayama Hidetoshi

  〃
  〃

坂山 英俊 2aAH01

2aAH02

P-099

Sakuma Yoh

  〃
佐久間 洋 P-031

P-056

Sakuma Yoshinori 佐久間 義範 3pAG11

Sakurai Kenji 櫻井 健二 P-144

Sakurai Naoki

  〃
櫻井 直樹 P-104

P-105

Sakurai Risako 櫻井 理沙子 P-025

Sakurai Takayuki 櫻井 貴之 2aAD06

Sakurai Yusuke 櫻井 裕介 P-028

Sakuta Masaaki 作田 正明 1pAG02

Santos-González Juan 3aAG08

Santos-Guerra Arnoldo 1pAH10

Sasabe Michiko 笹部 美知子 1pAE09

Sasai Yosuke 佐々井 洋祐 P-040

Sasaki Narie 佐々木 成江 3pAG05

Sasaki Nobumitsu 佐々木 信光 1pAJ09

Sasaki Ryosuke 佐々木 亮介 2aAG07

Sasaki Takema 佐々木 武馬 1aSB01

Sasaki Taketo 佐々木 健人 3aAJ11

Sasaki Tomoya 佐々木 智哉 P-066

Sasaki-Sekimoto Yuko 1pAJ14

Sasamoto Hamako 笹本 浜子 P-111

Sasamoto Yutaka 笹本 優 P-111

Satake Akiko 佐竹 暁子 3aSC05
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  〃 3pSB03

Sato Ayato

  〃
  〃

佐藤 綾人 1pAJ13

3pAD10

P-116

Sato Haruna 佐藤 遥奈 P-048

Sato Hikaru

  〃
佐藤 輝 3aAG08

3pAI01

Sato Kodai 佐藤 弘大 3pSC07

Sato Kota 佐藤 洸太 P-025

Sato Kyoko

  〃
佐藤 杏子 P-017

P-021

Sato Masa H.

  〃
  〃
  〃

佐藤 雅彦 1pAJ10

2aAE10

2aAE11

3aAD07

Sato Mayuko 佐藤 繭子 P-130

Sato Muneo 佐藤 心郎 3pAE09

Sato Naoki 佐藤 直樹 1pAG11

Sato Natsuki 佐藤 夏暉 P-160

Sato Norihiro 佐藤 典裕 P-088

Sato Ryosuke 佐藤 良介 3aAI11

Sato Shinobu 佐藤 忍 P-104

Sato Shusei

  〃
  〃

佐藤 修正 1aAH06

1aAH07

3pAH01

Sato Takeshi 佐藤 剛 1pAG13

Sato Yasushi

  〃
佐藤 康 1pAG03

1pAG04

Sato Yoichi 佐藤 陽一 1pAD14

Sato Yoshikatsu

  〃
1pAJ14

2aAI01

Sato Yuka 佐藤 優加 3pAE08

Sato Yuko 佐藤 優子 3aAG09

Sato Yutaka 佐藤 豊 1aSA04

Sato-Nara Kumi 奈良 久美 P-136

Satoh Shinobu

  〃
  〃

佐藤 忍 3aAI11

P-103

P-110

Sawada Mina 澤田 未菜 2aAJ03

Sawai Riho

  〃
澤井 里歩 2aAD11

2aAD12

Schnittger Arp 3aAI07

Schuettpelz Eric 1pAH01

Schulz Wolfgang P-164

Segami Shoji

  〃
  〃

瀬上 紹嗣 2aAG07

3pAD04

P-167

Seike Taisuke 清家 泰介 3aSF02

Seki Motoaki 関 原明 3aAE08

Sekimoto Hiroyuki

  〃
  〃
  〃

関本 弘之 2aAH01

2aAH03

3aAG03

P-141

Sekimoto Kanako 関本 奏子 3aSC02

Senda Rieko 專田 梨瑛子 P-141

Seno Erina 瀬野 衣里奈 3aAD01

Seo Mitsunori 瀬尾 光範 3aAD04

Sera Yuri 瀬良 ゆり 3aAD11

Setoguchi Hiroaki

  〃
瀬戸口 浩彰 1aAH07

1pAH09

Shan Wenbo 単 文博 1pAJ07

Shenton Matthew 1pAG06

Shi Dongbo

  〃
石 東博 3pAI04

3pAI06

Shiba Hiroshi 柴 博史 1aSA02

Shiba Masayuki

  〃
  〃

柴 政幸 P-015

P-022

P-052

Shibata Kyomi

  〃
柴田 恭美 1pAE04

3aAI11

Shibata Masaru 柴田 勝 P-169

Shibata Michitaro

  〃
柴田 美智太郎

1pSB02

3aAE08

Shibuta K. Mio

  〃
澁田 未央 1pAD07

3aAG09

Shichijo Chizuko 七條 千津子 1pAG05

Shigenobu Shuji

  〃
重信 秀治 3pAE07

3pAG10

Shigenobu Shyuji 重信 秀次 3pAD04

Shikanai Toshiharu

  〃
鹿内 利治 1pAI07

P-097

Shimada Setsuko 嶋田 勢津子 2aAG07

Shimada Tomoo

  〃
嶋田 知生 2aAD06

3pAD05

Shimada Yukihisa 嶋田 幸久 2aAG07

Shimadzu Shunji

  〃
  〃

島津 舜治 1pAE04

2aAE01

P-118

Shimakawa Ginga 嶋川 銀河 2aAJ05

Shimamura Daisuke 嶋村 大亮 1pAD10

Shimamura Masaki

  〃
  〃

嶋村 正樹 2aAH05

3aSB03

P-008

Shimazaki Taichi 嶋﨑 太一 3aAH04

Shimazu Toru 嶋津 徹 P-066

Shimizu Hanako 清水 華子 2aAD02

Shimizu Hiroki 清水 大樹 1aAG05

Shimizu Takafumi 清水 崇史 P-085

Shimizu Takayuki

  〃
  〃
  〃

清水 隆之 2aAI03

3aAE05

3aAJ06

P-126

Shimizu Yutaro

  〃
清水 優太朗 2aAI10

P-091

Shimohara Kanoko 下原 かのこ 2aAJ01

Shimojima Mie 1pAJ14

Shimokawa Eita

  〃
下川 瑛太 1pAG07

P-153

Shimomura Koichiro 下村 講一郎 3pAE07

Shimomura Takushi 下村 拓史 3pAD04

Shimotani Yuki 下谷 祐貴 1pAD03

Shimozawa Naoki 下澤 直欣 2aAI04

Shindo Hiroki 進藤 大輝 3aAD02

Shinhama Rina 新濱 梨奈 P-066

Shinkawa Haruka

  〃
新川 はるか 3aAD08

3pAI07

Shinohara Hidefumi 篠原 秀文 3aSF05

Shinozaki Kazuo

  〃
篠崎 一雄 2aAG07

P-106

Shinozawa Akihisa

  〃
  〃

篠澤 章久 3aAH03

3pAJ07

P-071

Shintaku Asuka 新宅 明日架 2aAG01

Shintaku Kazunori 新宅 和憲 1pAH03

Shinya Nodoka 新屋 和花 P-085

Shiojiri Kaori

  〃
塩尻 かおり 3aSC04

P-028

Shiraga Mizuho 白神 美瑞穂 P-125

Shirahama Hitomi 白濱 瞳 P-169

Shiraishi Naoya 白石 尚也 3pAE01

Shirakawa Jun-ichi 白河 潤一 1pAH06

Shirakawa Makoto 白川 一 3pSC06

Shirasawa Kenta 白澤 健太 3pAJ03

Shirasawa Sachiko 白澤 沙知子 3pAJ09

Shirasu Ken 白須 賢 2aSB04

Shiratani Masaharu 白谷 正治 3aAD01

Shirato Sachi 白戸 幸 1pAJ15

Shiratori Takashi 白鳥 峻志 P-048

Shoji Osami 荘司 長三 P-054

Shtern Amit 2aAE09

Shu Xueyao 舒 雪瑶 1pAJ13

Shuno Tomoki

  〃
秀野 智紀 P-060

P-063

Singh Prerna P-116

Singh Shilpi 3aAG04

Sirimongkol Sukontip 1pAH03

Sitnov Iurii シトノフ ユーリ
P-078

Sk Rahul 2aAD10

Soejima Akiko 副島 顕子 1pAH07

Soga Kouichi

  〃
曽我 康一 1pAJ03

3pAE10

Somashekar Harsha

  〃
3pAG09

P-139

Son Hejin 孫 惠真 1pAJ13

Song Boseok

  〃
宋 普錫 1pAI13

1pAI14

Sonoike Kintake 園池 公毅 P-076

Soyama Kiei

  〃
曽山 紀瑛 P-103

P-105

Štolfa Čamagajevac Ivna P-164

Suda Hiraku

  〃
須田 啓 3pAD04

P-167

Suda Maiko 須田 麻衣子 P-006

Suetsugu Kenji 末次 健司 P-163

Suetsugu Noriyuki

  〃
末次 憲之 3aAG04

P-107

Sugai Tetsuto 菅井 徹人 2aAJ02

Suganuma Shotaro 菅沼 将太郎 3aAD01

Suganuma Yukina 菅沼 裕紀奈 P-068
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Sugi Naoya

  〃
杉 直也 1pAJ01

P-138

Sugimoto Jin

  〃
杉本 迅 3pAG06

3pAG07

Sugimoto Keiko

  〃
  〃
  〃
  〃
  〃

杉本 慶子 1pSB02

3aAE08

3pAI04

3pAI06

P-040

P-113

Sugimoto Koichi 杉本 貢一 3pAH07

Sugimoto Yukihiro 杉本 幸裕 P-041

Sugino Sayaka 杉野 沙矢香 2aAG06

Sugisaka Jiro

  〃
杉坂 次郎 1pAD01

1pAD02

Sugita Mamoru 杉田 護 P-068

Sugita Ryohei

  〃
杉田 亮平 1pAJ12

2aAG05

Sugita Yayoi 杉田 弥生 P-092

Sugiura Daisuke

  〃
  〃

杉浦 大輔 1pAG09

2aAJ12

3pAH03

Sugiyama Haruka

  〃
杉山 晴香 P-103

P-104

Sugiyama Munetaka

  〃
  〃
  〃
  〃

杉山 宗隆 1pAG03

3aAI04

3aAJ09

3pAI02

3pAI04

Sugiyama Taichi 杉山 太一 1pAD09

Sugiyama junji 杉山 淳司 1pAJ04

Sugo Yumi 須郷 由美 P-102

Sumi Haruka 角 春佳 P-064

Sun Rui

  〃
1pAG07

P-153

Surjana Alicia

  〃
スリヤナ アリシア

3aAH01

3aAH02

Susaki Daichi

  〃
須崎 大地 P-138

P-146

Suyama Yoshihisa

  〃
  〃

陶山 佳久 1pAH07

P-004

P-005

Suzaki Takuya 壽崎 拓哉 2aSB02

Suzawa Tamie 洲澤 多美枝 P-026

Suzawa Yuzuru 洲澤 譲 P-026

Suzui Nobuo 鈴井 伸郎 P-102

Suzuki Daichi 鈴木 大智 P-048

Suzuki Hidemasa

  〃
  〃
  〃

鈴木 秀政 2aAE04

3aAE02

3pAD01

3pAD02

Suzuki Kano 鈴木 花野 P-099

Suzuki Kaori

  〃
鈴木 かおり 1pAG07

P-153

Suzuki Kengo 鈴木 健吾 P-165

Suzuki Masanori 鈴木 政紀 1pAH08

Suzuki Natsumi 鈴木 夏美 P-042

Suzuki Nobutaka 鈴木 伸崇 3aAE07

Suzuki Ryo 鈴木 遼 P-068

Suzuki Ryuji 鈴木 隆司 3aAH03

Suzuki Sae 鈴木 紗絵 3aAD04

Suzuki Sakae 鈴木 栄 P-111

Suzuki Sayaka 鈴木 沙也加 P-079

Suzuki Shigekatsu 鈴木 重勝 2aAH08

Suzuki Shiro 鈴木 史朗 1pAJ08

Suzuki Takamasa

  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃

鈴木 孝征 3aAD05

3aAE07

3aAG06

3aAI05

3aAI06

3aAI07

3aAJ12

3pAD09

3pAE01

3pAG04

3pAI01

3pAI04

3pAI06

P-113

Suzuki Takeshi 鈴木 武 P-001

Suzuki Tomomi 鈴木 智美 P-066

Suzuki Tomonori 鈴木 智紀 1pAD05

Suzuki Toshisada 鈴木 利貞 P-034

Suzuki Toshiya

  〃
鈴木 俊哉 3aAI05

3aAI06

Suzuki Yoshihiro

  〃
鈴木 祥弘 1pAG13

P-030

Suzuki Yutaka

  〃
  〃

鈴木 穣 3pAG10

3pAI03

P-058

T

Tabara Midori

  〃
  〃

田原 緑 3aAJ01

3aAJ02

3aAJ08

Tabata Ryo

  〃
田畑 亮 1pAJ12

2aAG05

Tabata Satoshi

  〃
田畑 哲之 1aSA08

3pAJ09

Tabeta Hiromitsu 多部田 弘光 3pAE09

Tachibana Kohei 橘 康平 1aAG10

Tachibana Ryo 立花 諒 3aAJ05

Tada Yasuomi

  〃
  〃
  〃

多田 安臣 1pAD04

1pAE11

2aSA01

P-054

Tadakuma Ryosuke 多田隈 遼亮 1pAI14

Tagane Shuichiro 田金 秀一郎 1pAH03

Tagawa Miki 田川 実樹 3aAI11

Taira Ayano 平 彩乃 3aAI10

Taji Teruaki

  〃
太治 輝昭 1pAD11

2aAD09

  〃
  〃
  〃
  〃
  〃

2aAD10

2aAD11

2aAD12

3aAH09

3aAJ11

Takabayashi Atsushi

  〃
  〃
  〃

高林 厚史 2aAJ01

2aAJ02

2aAJ03

2aAJ04

Takada Shinobu 髙田 忍 1pAE06

Takagi Kentaro 高木 健太郎 P-108

Takagi Shingo 高木 慎吾 1aAG09

Takagi Shunnya 高木 駿弥 P-144

Takagi Tomoko 髙木 智子 P-089

Takagishi Kei 高岸 慧 P-029

Takahara Masahiro 高原 正裕 1pAJ02

Takahashi Chisako 髙橋 知佐子 1pAH06

Takahashi Daiki 高橋 大樹 P-020

Takahashi Daisuke 高橋 大輔 3pAE10

Takahashi Fuminori 高橋 文憲 P-106

Takahashi Go 髙橋 剛 3aAE03

Takahashi Hidekazu 高橋 秀和 P-144

Takahashi Hirokazu

  〃
高橋 宏和 1pAI12

3aAE05

Takahashi Kazuya 高橋 和也 1aSC05

Takahashi Koh-ichi 高橋 晃一 P-049

Takahashi Koji 高橋 浩司 1pAG01

Takahashi Naoki 高橋 直紀 3aAE08

Takahashi Nozomu 高橋 望 P-038

Takahashi Shunichi 高橋 俊一 P-032

Takahashi Taku

  〃
  〃
  〃
  〃

高橋 卓 1aAG02

1pAE01

1pAE02

1pAE07

P-131

Takahashi Taro

  〃
高橋 太郎 3pAG06

3pAG07

Takahashi Yohei 高橋 洋平 3pAD09

Takahashi Yu 髙橋 優 3pAI08

Takahashi Yuichiro 高橋 裕一郎 1pAI05

Takahasi Daiki 髙橋 大樹 P-010

Takai Nanae 高井 菜々咲 P-061

Takanami Keiko 高浪 景子 3pAG09

Takanashi Kojiro 高梨 功次郎 P-082

Takanashi Satoru 高梨 聡 P-043

Takano Hiroyoshi

  〃
  〃

高野 博嘉 1pAI10

P-092

P-093

Takano Tomoyuki

  〃
高野 智之 2aAH01

2aAH02

Takasaki Hironori 高崎 寛則 3aAG07

Takata Naoki 高田 直樹 1pAJ08

Takatani Shogo 高谷 彰吾 1aAG06

Takatsuka Hirotomo

  〃
  〃
  〃

高塚 大知 3aAE08

3aAI03

3aAI05

3aAI06
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  〃 3aAI07

Takayama Koji

  〃
  〃
  〃
  〃

高山 浩司 1pAH04

1pAH10

1pAH11

1pAH12

P-003

Takayama Saki 高山 紗季 P-098

Takayanagi Natsu

  〃
高柳 なつ 3aAE05

P-117

Takebayashi Arika 竹林 有理佳 3pAI06

Takebayashi Yumiko

  〃
竹林 裕美子 1pSC01

3pAD02

Takechi Katsuaki

  〃
武智 克彰 1pAI10

P-092

Takeda Atsushi

  〃
  〃
  〃
  〃

竹田 篤史 3aAJ01

3aAJ08

P-140

P-143

P-150

Takei Takahito 武井 敬仁 1aAG05

Takemiya Atsushi 武宮 淳史 2aSB06

Takenaka Mizuki 竹中 瑞樹 2aAI02

Takenaka Sachi 竹中 佐知 2aAI02

Takeno Shun 竹野 駿 2aAG07

Takeshita Kaori 竹下 香織 1pAH07

Takeshita Syunji 竹下 俊治 2aAH05

Taketa Shin 武田 真 P-125

Takeuchi Hidenori

  〃
  〃
  〃

武内 秀憲 3aSF01

3pAG03

3pAG08

P-146

Takeuchi Ko 竹内 航 2aAJ10

Takeuchi Taiga 竹内 大河 3aAE07

Takezawa Daisuke

  〃
  〃
  〃

竹澤 大輔 2aAD09

2aAD10

P-071

P-072

Takigawa-Imamura Hisako

今村 寿子 1pAJ03

Takizawa Ayami 瀧沢 彩水 P-104

Takizawa Eiichi 瀧澤 英一 P-015

Takizawa Koji 瀧澤 幸史 P-048

Takusagawa Mari 田草川 真理 P-097

Tamada Yosuke

  〃
P-127

P-157

Tamaki Hiroaki 玉置 裕章 3pAI04

Tamanaha Masanori 玉那覇 正典 P-099

Tamaoki Daisuke

  〃
玉置 大介 P-066

P-130

Tameshige Toshiaki 爲重 才覚 3pAJ04

Tamura Kentaro

  〃
  〃

田村 謙太郎 2aAD06

2aAI05

2aAI06

Tamura Minoru N.

  〃
  〃

田村 実 1pAH03

1pAH04

2aSF01

Tamura Rion 田村 梨恩 1aAH05

Tamura Takuro 田村 卓郎 3pAJ09

Tanabata Takanari 七夕 高也 1aSA08

Tanabe Tomoko 田邊 智子 P-043

Tanahashi Yuka

  〃
棚橋 優花 P-011

P-023

Tanaka Atsuko 田中 厚子 3aSB04

Tanaka Ayato 田中 彪士 P-010

Tanaka Ayumi 田中 歩 2aAJ03

Tanaka Daisuke 田中 大介 3pAG11

Tanaka Hirokazu

  〃
田中 博和 3aAE11

3aAE12

Tanaka Masami 田中 雅美 P-079

Tanaka Miko 田中 美虹 1aSB02

Tanaka Mizuki 田中 瑞樹 P-155

Tanaka Nobuhiro 田中 伸裕 1pAG06

Tanaka Ryouichi

  〃
  〃
  〃

田中 亮一 2aAJ01

2aAJ02

2aAJ03

2aAJ04

Tanaka Sachiko 田中 幸子 1aAH07

Tanaka Shota 田中 翔太 2aAG07

Tanaka Shunsuke 田中 俊介 3pAE03

Tanaka Takahiro 田中 貴啓 1pAE02

Tanaka Tomoha 田中 知葉 P-128

Tanase Kuniaki

  〃
棚瀬 邦明 3pAD04

P-167

Tanifuji Goro 谷藤 吾朗 3pAH06

Taniguchi Mitsutaka

  〃
谷口 光隆 1pAG13

2aAD04

Taniguchi Toru 谷口 亨 1pAJ08

Tanii Tomoharu 谷井 智春 P-083

Tanizawa Yasuhiro

  〃
谷澤 靖洋 3aAG04

P-158

Tanoi Keitaro

  〃
  〃

田野井 慶太朗
1pAJ12

2aAD03

2aAG05

Taoka Ken-ichiro 田岡 健一郎 3pAJ08

Tatebayashi Toru 館林 融 P-159

Tatematsu Kazuaki 立松 和晃 1aAH12

Tatematsu Kiyoshi 立松 圭 3pAJ04

Tatsumi Akane 辰己 朱 P-100

Tatsumi Mizuki 龍見 瑞季 P-001

Tauchi Waku Lazarus 田内 和久ラザルス
1pAD05

Taura Aimi 田浦 愛美 2aAI12

Teramachi Kaho 寺町 香穂 P-132

Teramoto Ayumi

  〃
寺本 あゆみ P-100

P-102

Teramoto Jun 寺本 潤 3pAJ08

Terashima Ichiro

  〃
  〃
  〃

寺島 一郎 1pAD09

1pAG09

2aAJ08

2aAJ09

Tezuka Hiromu 手塚 紘夢 3aAD11

Thaowetsuwan Pakkapol 1aSF03

Tobe Hiroshi 戸部 博 2aSF04

Tobimatsu Yuki 飛松 裕基 1pAJ08

Toda Erika 戸田 絵梨香 3aAG07

Toda Kyoko 戸田 恭子 1pAG01

Toda Masashi 戸田 真志 1aAG12

Toda Yosuke

  〃
戸田 陽介 1aSA08

3pAD10

Togawa Taisuke

  〃
十川 太輔 3aAG10

3pAG02

Toh Shigeo 藤 茂雄 3pAD10

Tohge Takayuki 峠 隆之 P-085

Toki Seiichi 土岐 精一 2aAE05

Tokuda Makoto 徳田 誠 P-035

Tokumoto Hayato

  〃
  〃

徳本 勇人 P-046

P-047

P-057

Tokumoto Takuya 徳元 拓哉 2aSA06

Tokutsu Ryutaro 得津 隆太郎 3aAJ04

Tomari Naohiro 泊 直宏 2aAE11

Tomimatsu Hajime 冨松 元 1pAD12

Tominaga Motoki

  〃
  〃
  〃

富永 基樹 1aAG09

1aAG10

1aAG11

P-099

Tominaga Takaya 富永 貴哉 P-163

Tomita Rintarou 冨田 麟太郎 P-075

Tomita Yuki 冨田 由妃 2aAE03

Tomita-Yokotani Kaori横谷 香織 P-034

Tomita. Reiko 冨田 麗子 2aAH12

Tomoi Takumi

  〃
友井 拓実 3pAJ04

P-157

Torii Keiko 鳥居 啓子 P-039

Toriyama Tsukasa 鳥山 士 3aAJ11

Toshimitsu Tamami 利光 珠実 P-067

Toude Anna 東出 あんな P-090

Toude Sara 東出 さら P-091

Toyama Yukiho 外山 侑穂 3pAG04

Toyoda Atsushi 豊田 敦 3aAG03

Toyokura Koichi 豊倉 浩一 3pAD05

Toyooka Kiminori

  〃
豊岡 公徳 2aAI13

P-130

Toyoshima Hiroki 豊島 拓樹 2aAH05

Toyota Masatsugu

  〃
豊田 正嗣 3aAH03

3pAD04

Tran Sen 1aAG01

Tsubokura Yasutaka 坪倉 康隆 1pAG01

Tsubota Hiromi 坪田 博美 2aAH06

Tsuboyama Shoko 坪山 祥子 3aAD01

Tsuchi Haruna 土 春菜 P-138

Tsuchikane Yuki 土金 勇樹 2aAH03

Tsuchimatsu Takashi

  〃
  〃

土松 隆志 2aAH02

2aAH03

P-147

Tsugane Kazuo 栂根 一夫 1aSA05

Tsugawa Satoru

  〃
  〃

津川 暁 1aSB02

1pAJ02

3pAE02

Tsugawa Satoshi 津川 暁 2aSA06
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Tsuge Tomohiko 柘植 知彦 3pAJ01

Tsuji Hiroyuki 辻 寛之 P-154

Tsuji Runa 辻 留奈 P-020

Tsuji Yoshinori

  〃
辻 敬典 2aAJ05

3aAD08

Tsujihata Seiya 辻畑 征弥 1pAH07

Tsujimoto Hisashi 辻本 壽 1aSA02

Tsujino Dai 辻野 代 2aAH11

Tsukagoshi Hironaka

  〃
  〃

塚越 啓央 1pAG08

3aAE07

3aAJ12

Tsukaya Hirokazu

  〃
  〃
  〃

塚谷 裕一 3aAI08

3pAE09

3pAI07

P-123

Tsukisaka Akihiro 月坂 明広 P-084

Tsurisaki Eriko 釣崎 恵里子 3pAG10

Tsuro Masato 津呂 正人 1pAG08

Tsuruta Masane 鶴田 大羽 P-049

Tsushima Shogo 津島 彰吾 3pAI02
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U
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  〃
内山 純爾 P-049

P-050

Uchiyama Kanako 内山 佳奈子 P-161

Uda Koji 宇田 昂示 3aAD10

Ueda Ayaka 上田 彩果 3pSB01

Ueda Haruko

  〃
  〃

上田 晴子 1aAG12

3pAD05

3pAD07

Ueda Kenji 上田 健治 P-144

Ueda Minako

  〃
  〃

植田 美那子 1aSB02

3pAE01

3pAE02

Ueda Takashi

  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃

上田 貴志 1aSB06

1pSB03

2aAI07

2aAI08

2aAI09

3pAG08

P-090

Uehara Ayumi 上原 歩 3pAJ10

Uehara Koichi 上原 浩一 2aAH03

Uehara Susumu 上原 晋 P-054

Ueki Noriko 植木 紀子 1pAD06

Uemura Tomohiro

  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃

植村 知博 2aAI09

2aAI10

2aAI11

2aAI12

2aAI14

P-090

P-091

Uemura Yuta 植村 優太 3aAJ12

Ueno Katsunori 上野 勝典 P-020

Ueno Ryohei 上野 稜平 3pAJ02

Ueno Saneyoshi 上野 真義 3pAG10

Uesugi Kentro 上杉 健太朗 P-130

Ujino-Ihara Tokuko 伊原 徳子 3pAG10

Umase Tatsushi 馬瀬 樹志 P-039

Umeda Masaaki

  〃
梅田 正明 3aAE08

P-142

Umehara Mikihisa 梅原 三貴久 3pAE07

Umezaki Shota 梅崎 昇太 P-056

Umezawa Taishi

  〃
  〃

梅澤 泰史 2aAD07

P-058

P-059

Ushijima Koichiro 牛島 幸一郎 3pAJ03

Ushijima Tomokazu 牛島 智一 P-058

Ushimaru Atsushi 丑丸 敦史 3pSC07

Ushio Masayuki 潮 雅之 1aAH10

Utsumi Yoshinori 内海 好規 1pSC02

Uzaki Mai 鵜崎 真妃 1pAG05

V

Valansi Clari ヴァランシー クラリー
3pAG05

Vélez-Esperilla Fernando A. P-013

Vial-Pradel Simon 1pAE11

Vuković Ana P-164

W

Wada Hajime 和田 元 1pAI15

Wada Koki 和田 昂己 P-114

Wada Syogo 和田 将吾 P-160

Wakabayashi Tomomi

  〃
若林 智美 1aAH06

1aAH07

Waku Ayumu 和久 渉 1aAH06

Walther Clemens P-164

Wanezaki Hikaru 和根崎 洸 3aAH05

Wang Hongfeng 1pAH07

Wang Jiaqi P-086
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Wang Tenghua 2aAI02

Wang Yingqi 1aAG09

Wang Yukun ワン ユークン
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Wang Zining 王 子寧 P-123
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Watahiki Masaaki 綿引 雅昭 3aAE09

  〃 3pAE04
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Watanabe Kenshiro

  〃
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Watanabe Nobuto 渡辺 暢斗 P-108
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  〃
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Watanabe Tomoki 渡邉 智基 1pAD05
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Xu Kang

  〃
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MAPSS-LS-202207-81

AMPure XPのSPRI磁性ビーズを用いた
植物からのDNA/RNA抽出キット

植物の葉・種 最大 40 mgに対応、～ 7 µg のDNA収量

DNA/RNAの同時抽出、RNA抽出に対応

大規模な植物ジェノタイピングプロジェクトに
採用実績のあるキット製品

Beckman CoulterおよびBeckman Coulterロゴは、Beckman Coulter, Inc.の登録商標です。

DNA/RNA同時抽出ワークフローは、とてもシンプルな実験操作です。
Lysisバッファーでサンプル破砕後、磁性ビーズに核酸を結合させ、Washバッファーと
70%エタノールでの洗浄後に、精製核酸の溶出となります。

ChloroPure

試薬性能データと無償サンプル申込みについては、
弊社ホームページをご覧ください

https://www.beckman.jp/reagents/genomic/dna-rna-isolation/from-plants

日本植物学会_ChloroPure_BCKK.indd   1日本植物学会_ChloroPure_BCKK.indd   1 2022/07/26   18:35:502022/07/26   18:35:50
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理化学研究所・環境資源科学
研究センター（CSRS）合成
ゲノミクス研究グループの松
井南グループディレクターよ
り寄託いただいたシロイヌナ
ズナの TF-GR (transcription 
factor - glucocorticoid 
receptor) 系統の種子の提供
をはじめました。
ラインの詳しい情報は下記論文を参照ください。
Shimada S et al. Plant J. doi: 10.1111/tpj.15796. 

TF GR
HSP90

DEX 細胞質

核TF GR

Gene

理研BRC

plant.brc@riken.jp

NBRPシロイヌナズナ/植物培養細胞・遺伝子

理化学研究所
バイオリソース研究センター（BRC)
実験植物開発室

〒305-0074 茨城県つくば市高野台3-1-1
☎ 029-836-9067 ✉ plant.brc@riken.jp
https://epd.brc.riken.jp/ja/ 

植物リソース 寄託・譲渡のお願い
シロイヌナズナ変異体,植物遺伝子材料,培養細胞株など

実験植物開発室では、実験植物の種子、植物遺伝子材料、
及び植物培養細胞等のバイオリソースを収集し、厳密な品
質管理のもとで保存するとともに、リソースの特性情報な
どを付加して国内外の研究者に提供しております。
論文発表された研究材料の寄託・譲渡をご検討いただけ

る方は、お気軽にご連絡ください。

お問い合わせ

TF-GR系統の提供を開始
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論文発表された研究材料の寄託・譲渡をご検討いただけ

る方は、お気軽にご連絡ください。

お問い合わせ

TF-GR系統の提供を開始
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パーソナルな DNA・RNA 自動精製ユニットMaxwell® RSC

核酸精製の自動化システム

PCRPCRがが阻害阻害される！される！

植物/農学研究分野　植物・穀物・食品から

スギ

イチゴ

大腸菌 微生物/水産研究分野　
細菌 /糞便 /土壌、魚類組織から

Maxwell® RSC Instrument カタログ番号 AS4500 （16検体用） 
　※48検体用もございます。

レンタルも好評受付中 !  www.promega.co.jp/rentamax/

サンプルからでも

NGS・qPCR分析クオリティー
の核酸を自動調製

難
しい

多糖類・フェノール多糖類・フェノールがが混入混入する！する！

難
しい

テクニカルサービス ：Tel. 03-3669-7980　 Fax. 03-3669-7982　E-Mail：prometec @jp.promega.com

Tel. 03-3669-7981  Fax. 03-3669-7982プロメガ株式会社 Web サイト www.promega.co.jp 

・対象論文は植物形態学ならびに関連領域に関する、和文・英文の原著論文・短報・ 総説などです
・原著論文を含めた論文・総説・解説等の内容は、「J-Stage」で広く一般向けに公開されます

「Plant Morphology」は植物形態学に関する学術雑誌（PRINT ISSN: ����-����）です。

日本植物形態学会誌

こちらから無料で閲覧できます 日本植物形態学会は、���� 年 � 月に設立された
日本学術会議協力学術研究団体です。

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/plmorphol/-char/ja https://square.umin.ac.jp/pl-morph/
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ご協力いただいた個人・企業・団体一覧

公益社団法人日本植物学会第 86回大会開催にあたり，個人・企業・団体のみなさまから高校生発表・シ
ンポジウム開催，出展，広告掲載などの多大なるご協力をいただきました．ここにお名前を掲載し，深く感
謝申し上げます． （50音順・敬称略）

〈共催〉
京都府立大学

〈協力〉
京都府立植物園

〈公開講演会共催〉
京都府立植物園
公益社団法人日本植物園協会

〈高校生対象企画協力〉
愛知教育大学　渡邊幹男
大阪教育大学　岡崎純子
京都教育大学　藤浪理恵子

〈共催シンポジウム〉
大阪公立大学附属植物園
かずさ DNA研究所
基礎生物学研究所超階層生物学センター
植物研究拠点アライアンス（PSCA）
　岡山大学資源植物科学研究所
　筑波大学T-PIRC遺伝子実験センター
　鳥取大学乾燥地研究センター
　琉球大学熱帯生物圏研究センター
植物構造オプト
植物生殖改変
植物超個体の覚醒
植物の周期と変調
先進ゲノム解析研究推進プラットフォーム（PAGS）
先端バイオイメージング支援プラットフォーム（ABiS）
大学連携バイオバックアッププロジェクト（IBBP
センター）
日本植物形態学会
不均一環境と植物

〈展示〉
旭光通商株式会社
シーシーエス株式会社
植物研究拠点アライアンス（PSCA）
株式会社生物技研
先進ゲノム支援（PAGS）
先端バイオイメージング支援プラットフォーム（ABiS）
株式会社セントラル科学貿易
大学連携バイオバックアッププロジェクト（IBBP）
中立電機株式会社
トミーデジタルバイオロジー株式会社
ナショナルバイオリソースプロジェクト（NBRP）
株式会社 NAMOTO
株式会社 日本医化器械製作所
ピンポイントフォトニクス株式会社

〈広告〉
コスモ・バイオ株式会社
数研出版株式会社
東京化成工業株式会社
東京理化器械株式会社
日本植物形態学会
ネッパジーン株式会社
株式会社 藤本理化
プロメガ株式会社
ベックマン・コールター株式会社
メイワフォーシス株式会社
理研BRC実験植物開発室

〈コングレスバッグ作成支援〉
大学連携バイオバックアッププロジェクト（IBBP）

〈パンフレット同封〉
公益財団法人日本メンデル協会

〈記念うちわ作成支援〉
和研薬株式会社

〈商品寄贈〉
サントリーグローバルイノベーションセンター株式
会社
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