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自動撮影装置の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



自動撮影装置設置箇所
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自動撮影装置による撮影例

№　0

1月11日12月21日

2月11日

1月21日

12月9日12月1日

2月21日

2月1日



自動撮影装置による撮影例

№　1

12月1日 12月11日

12月21日 1月11日



自動撮影装置による撮影例

2月11日

1月21日 1月31日

12月21日 1月11日

12月1日 12月11日

№　2



自動撮影装置による撮影例

2月11日 2月21日

1月21日 2月1日

12月21日 1月11日

№　3

11月30日 12月11日



自動撮影装置による撮影例

12月1日

1月11日12月21日

№　4

1月21日

12月12日



自動撮影装置による撮影例

1月11日

12月1日 12月11日

1月18日

12月21日

№　5



自動撮影装置による撮影例

12月21日 1月11日

1月18日

12月1日 12月11日

№　7



自動撮影装置による撮影例

№ 11

2月1日1月17日

2月21日2月11日



自動撮影装置による撮影例

№ 12

1月18日 2月1日

2月11日 2月21日



自動撮影装置による撮影例

2月21日

№ 13

2月12日



平成24年度　囲いワナを利用したエゾシカ捕獲事業　自動撮影装置記録

№ 0 カテゴリ　オス成獣：♂、メス仔：♀仔、不明：不 H24 囲いワナを利用したエゾシカ捕獲事業　自動撮影装置記録

11月27日 カメラメンテ
11月28日 カメラメンテ
11月29日 ♀仔2 ♀仔1 ♀仔1 ♂1♀仔2
11月30日 ♀仔1 ♀仔4
12月1日 ♂1♀仔5 ♂1♀仔2 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔3 ♂1♀仔2 ♂1♀仔2
12月2日 不1 ♂1♀仔1 ♂１♀仔1不1 ♀仔4 ♀仔3 ♂1 ♂2 ♂1♀仔1 ♂1♀仔1
12月3日 ♂1♀仔3 ♀仔2 ♂1♀仔3 ♂2 カメラメンテ
12月4日 ♀仔5 ♂1 カメラメンテ ♂2♀仔3
12月5日 カメラメンテ ♀仔2 ♂2♀仔1 ♂2 ♂1 ♀仔4
12月6日 ♀仔3 カメラメンテ ♂2♀仔1不1 ♂2♀仔2 ♀仔4不1 ♂2♀仔1 ♂1♀仔3 ♂1♀仔3 ♂1♀仔4
12月7日 ♂2 ♂1♀仔2不1 ♂1 ♂2 ♂1♀仔2 カメラメンテ ♀仔1 ♀仔2 ♀仔2 ♂1♀仔2 ♂1♀仔2不1
12月8日 ♀仔2 ♀仔3 ♀仔1不2
12月9日 不1 ♂1 ♀仔1
12月10日
12月11日 カメラメンテ
12月12日 カメラメンテ 不1 ♀仔1不1
12月13日 カメラメンテ ♀仔1 ♀仔1 ♀仔1
12月14日 カメラメンテ ♀仔1 ♀仔2
12月15日 ♂2♀仔1 不1 ♂3♀仔12 ♂3♀仔8不2 ♂8♀仔6不3 ♂1♀仔5不2 ♂1不1 ♂3 ♂1♀仔2 ♀仔2不2
12月16日 ♀仔6不3 ♂1♀仔1 ♂1 ♀仔2 ♂1 ♂1 ♀仔1不3 不1 ♂1♀仔2不1 不1 ♂1♀仔2不1 ♂1♀仔1不4 ♂1不1 ♂1♀仔1不1 ♀仔2不1 不1
12月17日 ♀仔2不2 ♀仔2 不1 ♀仔1不1 ♂1 カメラメンテ ♂1不1 ♀仔1不1
12月18日 ♀仔1 カメラメンテ 不1
12月19日 カメラメンテ 不1 不1 ♀仔6不3 ♀仔1 ♂2不3 ♀仔2不3 ♂1♀仔1不2 ♀仔1
12月20日 ♀仔1 ♂2 不3 不1 カメラメンテ ♀仔4不1 ♀仔1不2 ♂1♀仔2不3 ♂1♀仔2不3 ♀仔1不2 ♀仔2不7 ♂1不2 不1
12月21日 不1 不1 不2 ♀仔1 カメラメンテ カメラメンテ ♂1♀仔3不2 ♂4♀仔4不7 ♀仔1 ♂3♀仔6不1 ♂2♀仔4不4 ♂5♀仔1不1 ♂4♀仔2不2 ♂3♀仔5不2 ♂3♀仔1不2 ♂2♀仔2 ♀仔2不2
12月22日 ♂5♀仔6不6 ♂2♀仔3不6 ♀仔1不1 ♂2不2 不4 ♀仔2不1 ♂2♀仔3不6 ♂2♀仔7不10 ♂1♀仔6不4 ♂2♀仔14不6 ♂3♀仔4不6 ♀仔2不2 ♀仔3不2 ♂5♀仔2不4 ♂7♀仔1不5 ♂4 不3
12月23日 ♂2 ♂4 ♂1 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔1不1 ♀仔4 ♂8♀仔18不13♂8♀仔8不6 ♂9♀仔12不19♂5♀仔10不19♂7♀仔7不17 ♂1♀仔4不13 不2 ♂1 ♀仔1 ♂1♀仔1不1 ♀仔1
12月24日 ♂1♀仔1不1 不1 ♂1不1 ♂1 ♂1不1 不1 ♂1♀仔1不2 ♀仔2 ♂1♀仔3不3 ♂1♀仔3不4 ♂5♀仔6不11 ♂6♀仔9不25 ♂1♀仔6不1 ♀仔3 ♀仔2不2 ♂1不2 ♀仔2 ♀仔1不1
12月25日 ♂1 ♀仔1 ♂1 カメラメンテ ♀仔4不1 ♂1♀仔2不2 ♂1不1 ♀仔3不1 ♀仔1 ♀仔1
12月26日 不1 ♀仔1 ♂2♀仔2 カメラメンテ カメラメンテ ♀仔4不1 ♀仔12不2 ♂6♀仔21不8 ♂3 ♂2♀仔2不3
12月27日 不2 ♂1不1 ♂1♀仔3不2 ♂1 ♂1不5 不6 カメラメンテ ♀仔11不1 ♂1♀仔11不1 ♂5♀仔10不2 ♂3♀仔6不5 ♀仔2不2 ♂1不2 ♀仔3 ♂2♀仔6不1
12月28日 ♂1♀仔1 ♀仔2不3 不2 ♂1 ♂1 カメラメンテ キツネ3 ♀仔1 ♂1♀仔7不1 キツネ1 ♂4 ♂1
12月29日 不1 キツネ1 キツネ1 キツネ2 ♀仔3 ♂1♀仔4不1 ♂1♀仔6不1 ♂1♀仔4 ♂1♀仔2不2 ♂1♀仔1 ♂2♀仔4不1
12月30日 ♀仔3不2 ♂1♀仔1不1 ♂1♀仔1不4 ♀仔4 ♂1♀仔7不1 ♀仔5不1 ♂1♀仔2不3 ♂3♀仔2 ♂2♀仔1 ♂2不1
12月31日 ♀仔1 ♀仔1不4 ♀仔5 ♀仔1不2 ♂1♀仔2 ♂1♀仔2不2 ♀仔1 ♀仔1 ♂3♀仔5 ♀仔1不1 ♂3♀仔2不3 ♂10♀仔16不7♂7♀仔10不6 ♂4♀仔10不13♀仔5不7 ♂1♀仔3 ♀仔1 不1 不1 ♂1
1月1日 ♂1♀仔2 ♀仔1 ♂1♀仔1 不1 ♂1 ♂1♀仔1不5 ♂3♀仔4不3 ♂1♀仔3不1 ♂4♀仔3不1 ♂3♀仔4不3 ♂1♀仔3不2 ♂1♀仔2 ♂2♀仔10不5 ♂1♀仔1不2 ♂1♀仔3不1 ♀仔1 ♂1 ♂1♀仔5不1
1月2日 ♂1 ♂1♀仔2不1 ♂2♀仔4 ♀仔2 ♂2♀仔1不2 ♂1・エサ（赤松エサ（赤松） ♂2♀仔3不3 ♂7♀仔7不4 ♂2♀仔1
1月3日 不1 ♂1 ♂1♀仔1不1 ♂4♀仔6不1 ♂1♀仔1不1 ♀仔2不1 ♀仔6 ♀仔2 ♀仔2不2 ♀仔2 ♀仔2不1 ♀仔4不1 ♀仔2不1
1月4日 ♀仔1不1 ♂2 不2 ♂7♀仔8不9 ♂3♀仔3不1 ♀仔4不1 ♂2♀仔6不4 ♂4♀仔1 ♂4♀仔29不10♂3♀仔13不6 ♂4♀仔2不3 ♀仔1不1 ♂1不1 不1
1月5日 不1 ♂4 ♂6♀仔4不2 ♂1♀仔6不2 ♂4♀仔10不6 ♂1♀仔1不2・エ♀仔1 ♂7♀仔29不7 ♂4♀仔4不2
1月6日 ♂1♀仔1 ♂1♀仔2 ♂3♀仔3 ♂4♀仔2 ♂1♀仔3 ♂2♀仔2不1 ♂7♀仔11不5 ♂2♀仔10不1 ♂1♀仔6不4 ♂1♀仔9不6 ♂1 ♂1不1 ♂1
1月7日 ♀仔1 ♀仔1 ♂1 ♀仔1不1 ♂1 ♀仔1 ♀仔6 ♂2♀仔6不1 ♂3♀仔9不7 カメラメンテ ♂5♀仔11不2 ♂2
1月8日 カメラメンテ ♀仔4不2 ♀仔8不1 ♀仔2 ♀仔1 ♂8♀仔19不7 ♂6♀仔8不5 ♂1♀仔8不2 ♂2♀仔3不3 ♂2不3 ♂1不2 不2 不1 不1
1月9日 ♀仔1 カメラメンテ ♀仔6 ♀仔4 ♂2 エサ ♂2♀仔12不8 ♀仔2不1 ♂1 不1
1月10日 ♀仔3 ♂1不2 カメラメンテ ♀仔7不2 ♀仔3不1 ♂5♀仔9 ♂7♀仔15不5 ♂2♀仔6 ♂3♀仔1不1 ♂5不1 ♂1不1 不2 不6 ♂1♀仔1不2
1月11日 ♀仔1不1 ♂1 カメラメンテ ♀仔4不2 ♀仔8不2 ♂4♀仔7不1 ♂1♀仔2 ♂1 ♀仔1 ♂1♀仔6 ♀仔1
1月12日 ♂1 ♀仔7不1 ♀仔12不7 ♂1♀仔6不1 ♀仔7不2 ♂3♀仔5不2 ♂2♀仔5不1 ♂3♀仔12不2 ♂4♀仔12 ♂1 ♂2不1
1月13日 ♂1 ♀仔1不2 ♂1♀仔2 ♀仔5 ♀仔4不3 ♂1♀仔1不1 ♂2♀仔3 ♂4♀仔5不3 ♀仔3 ♂1♀仔2不1 ♀仔1 ♀仔1不1
1月14日 ♂1♀仔1不1 ♂5♀仔5 ♂1♀仔7不3 カメラメンテ ♀仔1不2 ♂13♀仔11不6♂2♀仔3不1 ♀仔2 ♀仔1 ♂1♀仔3 ♂7♀仔4不2 ♀仔1
1月15日 ♂2♀仔6不4 ♂2♀仔4 ♀仔1 ♂4不1 ♂2♀仔1不1 ♀仔1 カメラメンテ エサ ♂8♀仔5不2 ♂2♀仔2不1 ♂2♀仔1不1 ♂3♀仔3不5
1月16日 ♀仔3不2 カメラメンテ ｾｯﾄﾐｽﾃﾞｰﾀﾅｼ
1月17日 ｾｯﾄﾐｽﾃﾞｰﾀﾅｼ カメラメンテ・♀♀仔13不8 ♀仔8不3 ♂1♀仔1不8 不4 ♀仔1不4
1月18日 不1 ♂1不4 ♂1♀仔1不2 カメラメンテ キツネ1 ♀仔3 ♂1♀仔7不1 ♂5♀仔17不5 ♀仔10不1 ♂1♀仔2不1 ♂1♀仔1 ♂1♀仔4不1 ♂1不1 ♀仔1不3 ♂2不1 ♂1不6
1月19日 ♀仔1不6 ♂1不3 ♂2 ♂2不1 不2 エサ ♀仔1 ♀仔7 ♂2♀仔5不1 ♂9♀仔14不4 ♀仔14不1 ♂3♀仔6不3 ♂1
1月20日 ♀仔1 ♀仔3 ♀仔1不1 ♀仔7 ♀仔6不1 ♂2 ♀仔6不5 ♀仔2 ♂1♀仔2 ♀仔2不1 ♂1♀仔1
1月21日 ♀仔1 ♀仔1 ♂1♀仔1 ♂1 カメラメンテ・♀♂8♀仔20不9 ♂3不1 ♀仔1不2 ♀仔1 ♀仔5不1 ♀仔4不1
1月22日 ♂1♀仔2不1 カメラメンテ エサ ♂1 ♂1♀仔7 ♂1♀仔3 ♀仔4 ♀仔5不1 ♀仔1不1
1月23日 カメラメンテ ♀仔1 林野視察 林野視察 ♂7♀仔6不2 ♂3♀仔2不2 エサ ♀仔9不2 ♂2♀仔12不4
1月24日 ♀仔1 カメラメンテ ♂2♀仔4不2 ♂3♀仔19不15 ♀仔2 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔1
1月25日 カメラメンテ ♂1♀仔2
1月26日 ♀仔1 ♀仔4 ♀仔2 ♀仔1
1月27日 ♂1♀仔4不1 ♂1 ♀仔1
1月28日 除雪 ワナ設営・カメラメンテ ワナ設営 ワナ設営 ♂3♀仔4不5 ♂1♀仔4不3 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔1不1
1月29日 ♂1♀仔5 ♀仔1 ♀仔2 ♀仔1 ♀仔1 カメラメンテ ♀仔1 ♂2♀仔7 ♂1♀仔7不2 ♀仔1
1月30日 ♀仔1 不明 カメラメンテ ♀仔1 不1 ♀仔1 ♀仔1 不1 ♀仔1
1月31日 ♀仔1 カメラメンテ ♂1♀仔3不2 ♂1♀仔2 ♀仔3不2 ♀仔1不2 ♂1 ♂1 ♀仔2
2月1日 ♀仔1 カメラメンテ ♂2♀仔2不1 ♀仔6 ♀仔1不1 ♂1♀仔2 ♂1 ♂1 ♀仔2
2月2日 ♀仔3 ♀仔1
2月3日 ♀仔1・キツネ1 ♂1♀仔1 不2 ♀仔4 ♂2 ♀仔1 ♂1 ♀仔1
2月4日 ♀仔1 ♂1不1 ♂2 ♀仔1 ♀仔1・カメラメ♀仔1 ♀仔1 ♀仔2 ♀仔1
2月5日 カメラメンテ ♂1 ♂1♀仔3不1 ♂1♀仔2
2月6日 ♀仔1 カメラメンテ ♂1 ♂1♀仔5不1 ♂2♀仔1 ♀仔1 ♀仔1
2月7日 ♀仔1 カメラメンテ ♀仔1
2月8日 ♂1 不1 カメラメンテ ♀仔1 不1 ♂1♀仔3不1 ♀仔2
2月9日 ♂1 ♂1不1 ♀仔2不1 ♀仔1 ♂1♀仔5不1
2月10日 ♀仔1 不1 ♂1♀仔1
2月11日 除雪・♀仔1 ♂6♀仔5不3 ♂9♀仔21不9 ♂8♀仔11不2 ♂16♀仔14不 ♂3♀仔3不2・カ♀仔5 ♂5♀仔5不4 ♂3♀仔6不2
2月12日 カメラメンテ ♀仔1 ♀仔1不2 ♀仔10不1 ♀仔16不4 ♂1♀仔1不1 不1 ♀仔1
2月13日 カメラメンテ ♀仔2不1 ♂1♀仔2不1 ♀仔10不5 ♀仔1 ♀仔1 不1 不1
2月14日 ♀仔2不1 カメラメンテ ♀仔1 ♂3♀仔3不1 ♂6♀仔5不3 ♂1♀仔5不5 ♂1♀仔5 ♂1♀仔2不3
2月15日 ♀仔1不2 カメラメンテ ♀仔3不1 ♂6♀仔9不3
2月16日 ♂3♀仔1 不1 ♂1♀仔5不2 ♂11不2 ♀仔2 ♂5♀仔4不1 ♀仔4不2
2月17日 ♀仔1 ♀仔2 ♂1 ♂1♀仔5 ♂1 ♂1♀仔3不3 ♀仔1 不明1

23時19時 20時 21時 22時15時 16時 17時 18時11時 12時 13時 14時7時 8時 9時 10時3時 4時 5時 6時日付 0時 1時 2時



平成24年度　囲いワナを利用したエゾシカ捕獲事業　自動撮影装置記録

№ 0 カテゴリ　オス成獣：♂、メス仔：♀仔、不明：不 H24 囲いワナを利用したエゾシカ捕獲事業　自動撮影装置記録

23時19時 20時 21時 22時15時 16時 17時 18時11時 12時 13時 14時7時 8時 9時 10時3時 4時 5時 6時日付 0時 1時 2時

2月18日 ♂2♀仔1不2 ♀仔2 カメラメンテ ♂4♀仔7 ♂1♀仔9不2 ♂1不1
2月19日 カメラメンテ 不1
2月20日 カメラメンテ
2月21日 カメラメンテ ♀仔1 ♀仔1 ♀仔3 不1
2月22日 カメラメンテ ♀仔1 ♀仔7不2 ♀仔4 ♂1♀仔6 ♀仔1 ♀仔1不1
2月23日 ♀仔5 ♀仔3 ♀仔1 ♂1♀仔2不1
2月24日 ♀仔6不1 ♀仔1 ♂1♀仔2 ♂1♀仔2 ♂2
2月25日 ♀仔4不1 カメラメンテ
2月26日 カメラメンテ 不1 ♀仔2 ♀仔1不1
2月27日 カメラメンテ
2月28日 カメラメンテ
3月1日 カメラメンテ ♀仔1 ♀仔3不1 ♀仔8不3 ♂1 ♂1不2 ♂1
3月2日
3月3日
3月4日 カメラメンテ
3月5日 カメラメンテ
3月6日
3月7日
3月8日



平成24年度　囲いワナを利用したエゾシカ捕獲事業　自動撮影装置記録

№ 1 カテゴリ　オス成獣：♂、メス仔：♀仔、不明：不 H24  囲いワナを利用したエゾシカ捕獲事業　自動撮影装置記録

日付 0時 1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時
11月27日 カメラメンテ
11月28日 カメラメンテ
11月29日 ♀仔4 ♂1 ♀仔2 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔1 ♂1
11月30日 ♂1 ♂1 ♂1 ♀仔3 ♀仔1 ♀仔1 ♂1♀仔3 ♀仔3
12月1日 ♀仔3 ♀仔3 ♂1♀仔1 ♂1 ♀仔3 ♂1 ♂1
12月2日 ♀仔2 ♂2 ♂1 ♂1♀仔2 ♂1 ♂1 ♂1♀仔1 ♂1 ♂1不2 ♀仔2 ♂1 ♂1 ♂1 ♂1 ♀仔2
12月3日 ♂1 ♂1 ♂1 ♀仔3 ♂1 ♂1 ♂1 カメラメンテ ♂1 ♀仔2 ♀仔2 ♀仔1
12月4日 カメラメンテ ♀仔1 ♂1不1 ♀仔4
12月5日 ♂1♀仔1 ♀仔2 ♂1 ♂1 ♂1 ♀仔3 カメラメンテ ♂1♀仔9不1 ♀仔2 ♂1 ♀仔3 ♀仔2 ♂1 ♂2 ♂1
12月6日 ♀仔2 ♂1 カメラメンテ ♀仔3 ♀仔2 ♀仔1 ♀仔3 ♂1♀仔1 ♀仔2不1 ♂1 ♂1 ♂1 ♀仔2
12月7日 ♂1♀仔2 ♂1 ♀仔3 ♂1 ♂1♀仔2 ♂1♀仔2 カメラメンテ ♂1 ♀仔3 ♀仔1 ♂1 ♀仔1 ♀仔1 ♂1♀仔2
12月8日 ♀仔3不1 ♀仔2不1 ♀仔1 ♀仔1 ♂1♀仔1 ♀仔1 ♂1 ♂1♀仔1 ♀仔4 ♀仔3 ♀仔2 ♂1♀仔2 ♀仔3 ♀仔2 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔2 ♀仔1 ♂1
12月9日 ♂2 ♀仔1 ♂1♀仔1 ♀仔2 ♂1 ♀仔2 ♀仔2 ♂1♀仔2 ♀仔1 ♀仔1
12月10日 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔2 ♀仔1
12月11日 ♂1 ♂1 ♀仔1 ♀仔2 カメラメンテ ♀仔2 ♀仔1 ♀仔4 ♂1 ♂1 ♀仔3 ♂1♀仔4
12月12日 ♀仔4 ♀仔2 ♀仔1 ♀仔3 ♀仔2 ♀仔2 カメラメンテ ♀仔4 ♀仔13不1 ♀仔13不2 ♀仔10不6 ♀仔19不6 ♀仔12不2 ♂7♀仔7 ♂5♀仔8不1 ♂3♀仔7不4
12月13日 ♂7♀仔2不1 ♀仔2不1 ♂1 ♂2♀仔4不3 ♀仔1不1 ♂1 ♂1　カメラメンテ ♀仔2 ♂1 ♀仔1 ♂1♀仔2 ♀仔5不1 ♀仔12不7 ♂1♀仔4 タヌキ3 ♀仔15不1 ♀仔7不7 ♀仔2
12月14日 ♀仔2 キツネ1 ♀仔4 不2 ♂1 ♀仔9不1 ♀仔3 カメラメンテ ♂2 ♂1♀仔1 ♂5♀仔2不4 ♂10♀仔6不8 ♂16♀仔3不2 ♂9不2 ♀仔3不2 ♀仔12不5 ♂8♀仔12不9 ♂9♀仔2不2 ♂11♀仔8不5
12月15日 ♂1♀仔30不18♂3♀仔16不6 ♂8♀仔9不2 ♂4♀仔8不3 ♂8♀仔8不5 ♂8♀仔1 ♀仔13不8 ♀仔9不2 ♂1♀仔5不3 ♂3 不1 ♂3♀仔11不4 ♂8♀仔10不5 ♂7♀仔15不3 ♂10♀仔10不9♂9♀仔11不8 ♂8♀仔9不7 ♂6♀仔13不6 ♂4♀仔10不6 ♂11♀仔9不6 ♂6♀仔2不5 ♂7♀仔8不2 ♂6♀仔16不2 ♀仔7不2
12月16日 ♀仔11 ♂3♀仔8不8 ♀仔10 ♂1♀仔9不7 ♀仔12不2 ♂1♀仔17不5 ♀仔7不3 ♂1♀仔5不3 ♂18 ♂3♀仔19不8 ♀仔5不1 ♂3♀仔9不1 ♂1♀仔10不3 ♂2♀仔2不2 ♂3♀仔5不3 ♂8♀仔16不7 ♂2♀仔12不1 ♂1♀仔12不7 ♂1♀仔19不6 ♀仔6不5 ♂4♀仔8不5 ♂4♀仔2不2 ♂4 ♀仔7不2
12月17日 ♀仔13不8 ♀仔3 ♂1♀仔5 ♀仔3 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔7不1 ♂1♀仔8 ♂1♀仔1 ♀仔1不2 ♂1♀仔9不2 カメラメンテ ♀仔5不4 ♀仔4不4 ♀仔5 ♂1♀仔1不1・タ♀仔1 ♀仔1不1 ♀仔2 ♀仔1不1
12月18日 ♀仔2不1 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔1 不1 カメラメンテ カメラメンテ ♀仔1 ♀仔5 ♀仔1 ♀仔5 ♀仔1
12月19日 ♀仔2不1 ♀仔2 ♀仔2 ♀仔3 カメラメンテ ♀仔10 ♀仔7 ♀仔8不1 ♀仔21不3 ♀仔19不9 ♂6 ♂4不2 ♀仔2 ♀仔7 ♀仔3 ♀仔6不3 ♂8♀仔1不2
12月20日 ♂6不1 ♂3♀仔10不4 ♂1♀仔3不1 ♀仔8不3 ♂5♀仔4不1 ♀仔1不1 ♀仔1 不1 カメラメンテ ♂1♀仔5不2 ♂8♀仔6不5 ♂1♀仔10不3 ♂1♀仔9不4 ♂1♀仔2不2 ♂2♀仔6不1 ♂2♀仔9不1 ♂3♀仔12不5 ♂2♀仔5
12月21日 ♂3♀仔4 ♂6♀仔9不2 ♀仔7不1 ♀仔5不1 ♂4♀仔2不1 ♀仔1 カメラメンテ カメラメンテ ♀仔2不1 ♂1♀仔7不5 ♂1♀仔2 ♂1♀仔4 ♂1♀仔3 ♂3♀仔11 ♂1♀仔11 ♂4♀仔18不6 ♂1♀仔14不8 ♂1♀仔10不4 ♂2♀仔11不4
12月22日 ♂5♀仔7不2 ♂5♀仔6不4・キ♂2♀仔9不4 ♂2♀仔8不6 ♂1♀仔2不1 ♀仔2 ♀仔6不5 ♀仔4不2 ♀仔7 ♂1♀仔10不6 ♂2♀仔2不4 ♀仔8不5 ♂1♀仔6不7 ♂2♀仔3不5 ♂1♀仔2不2 ♂3♀仔8不3 ♂6♀仔2 ♂1♀仔1 ♀仔2 ♀仔1
12月23日 ♀仔2 ♀仔1 キツネ2 ♀仔1 ♀仔2 ♂1♀仔3不3 ♀仔1 ♂1♀仔2不1 ♀仔4不1 ♀仔4不3 ♀仔3 不1・キツネ1 ♀仔1不3 ♂4♀仔2不1 ♀仔1
12月24日 ♀仔1 ♀仔1・キツネ1 ♂1♀仔1 ♂1♀仔3不2 ♂4♀仔8不3 ♀仔5不2 ♀仔1 ♀仔1・キツネ1 ♀仔1不2 ♀仔2不2 不3 ♀仔8不26 ♀仔16不21 ♀仔8不9 ♀仔6不3
12月25日 ♀仔16不6 ♀仔12不12 ♀仔19不20 ♀仔11不10 ♀仔10不5 ♀仔12不1 ♀仔1不3 キツネ1 不1 ♀仔1 カメラメンテ ♂4♀仔17不5 ♂5♀仔8不2 ♂1♀仔3不1 ♂4♀仔2 ♀仔2・キツネ1♀仔5 ♀仔2不1
12月26日 ♀仔2・キツネ1 ♀仔1 ♀仔3 ♂1 ♀仔2不1 ♀仔1 カメラメンテ カメラメンテ ♀仔4 ♀仔3キツネ1 ♂9♀仔19不15♂10♀仔10不4♂8 ♂8不1 ♂2♀仔6不1 ♂6♀仔3不2 ♀仔5不1 ♂1♀仔13不2
12月27日 ♀仔2 ♂2♀仔6不5 ♂3♀仔2 ♂1♀仔6不9 キツネ1 ♀仔5 ♂1 カメラメンテ キツネ1 キツネ2 ♀仔5不5 ♂4♀仔4 ♂2♀仔13不7 ♂1♀仔5不1 ♂1♀仔3 ♀仔1不1 キツネ2 ♀仔2
12月28日 ♂1♀仔4不1 ♂1♀仔3 ♂1♀仔4不2 キツネ1 ♂1 ♀仔6 ♀仔1・カメラメンテ ♀2・キツネ2 キツネ1 キツネ1 ♀仔4不3 キツネ1 ♂1♀仔1 ♂1♀仔3不3・キツネ1 キツネ1 キツネ1
12月29日 ♂4不1 ♀仔3 ♀仔2 キツネ1 キツネ1 ♂3♀仔3・キツ♀仔15不8 ♂4♀仔9不2・キ♀仔15不17 ♀仔9不2・キツ♂1♀仔8不4 ♀仔8不1 ♀仔3 ♂4♀仔7不9 ♂2♀仔1不1
12月30日 ♀仔2 ♀仔2 ♀仔1・キツネ1♀仔5不1 ♂4 ♂2♀仔3 ♂2♀仔7不2 ♂1♀仔2 ♂1♀仔5不1 ♂3♀仔3不1 ♂1♀仔1 ♂3♀仔3 ♂3♀仔3 ♂1
12月31日 ♀仔1 ♀仔2不2 ♀仔1不2 不1 ♀仔2不1 キツネ1 ♀仔2不3 ♂2不2 ♂1♀仔4不5 ♂1♀仔6不3 ♂1不1 ♀仔1不3 ♀仔9不3 ♂1♀仔3 ♀仔2不2 ♀仔1不1 ♂1不1 ♂2♀仔2不3
1月1日 ♂2不1 ♂3♀仔1不3 ♀仔12不6 ♂1♀仔2不1 ♂1♀仔3不4 ♂1 ♂3不1 ♂2 ♂3 ♀仔1不1 ♂2♀仔5不3 ♂3♀仔2不1 ♀仔3不1 ♀仔2 ♂1♀仔4不3 ♂2♀仔1 ♂1♀仔1不1 ♀仔5不2 ♀仔2 ♀仔2不1 ♀仔1不1 ♀仔2 ♀仔1
1月2日 ♀仔1 ♂1 ♂1 不1 ♂4 ♂4♀仔3不2 不1 ♂1♀仔1 ♂1♀仔1 ♂1♀仔1不1 ♂1♀仔1 ♂1♀仔2 エサ ♂2♀仔1 ♂3♀仔15不13♀仔4不2 ♀仔3 ♀仔2不1 ♀仔3
1月3日 ♂2♀仔3 ♂2 ♂3 ♂2 ♀仔5 ♀仔2 ♂1不1 ♀仔5不2 ♀仔6不1 ♂3♀仔8不2 ♂2♀仔10不5 ♀仔4 ♂4♀仔9不3 ♂1♀仔3不2 ♀仔10不4 ♀仔5不1 ♀仔3 ♂3・キツネ1 ♂6♀仔8不5 ♂1♀仔7不2
1月4日 ♀仔5不1 ♂1不1 ♂1♀仔4 ♀仔2不4 ♂1 ♂2 ♀仔2 ♂3♀仔2不1 ♂1♀仔1 ♀仔1 ♀仔4 ♀仔3不2 ♀仔6不3 ♂1♀仔6不2 ♂1♀仔2不2 ♀仔2不1 ♂3♀仔1 ♂3 ♂3♀仔2不2 ♂5♀仔2不1・キ
1月5日 ♀仔9不3 ♂1♀仔3 ♂1♀仔1 ♂1 ♂1 ♂2 ♀仔3 ♂1♀仔5不8 ♂5♀仔5不8 ♂1♀仔5不3 ♂2♀仔2 エサ・♀仔3 ♂5♀仔8不2 ♂6♀仔10不2 ♀仔1 ♀仔1 ♂2 ♀仔7不6
1月6日 ♀仔4不1 ♀仔3 ♂6♀仔11 ♂2♀仔1不1 ♂1 ♂2 ♀仔1 ♀仔2 ♂2♀仔3不1 ♂5♀仔3 ♂2♀仔5不2 ♂5♀仔7不5 ♂2♀仔13不5 ♂3♀仔1不1 ♂5♀仔8不7 ♂2♀仔11不4 ♂2♀仔7不4 ♀仔7不5 ♂2♀仔1不1 ♂5♀仔2不1 ♂3不1 ♂10不3
1月7日 ♂11♀仔4 ♂9♀仔1不1 ♂10 ♂2♀仔1不1 ♂3♀仔1 ♂1♀仔1 ♂1 ♀仔2不8 ♂2♀仔4不7 ♂1♀仔6 カメラメンテ ♂6♀仔11不1 ♂5♀仔2 キツネ1 ♀仔2 ♂2♀仔2不1 ♂1♀仔8不2
1月8日 ♀仔2・キツネ1 ♀仔2 ♂2♀仔6 カメラメンテ エサ ♀仔2不2 ♀仔2不5 ♀仔2不3 ♂1♀仔7不1 ♂5♀仔4不3 ♂1♀仔6不1 ♂2♀仔5不1 ♀仔1不1 ♂1♀仔2 ♂1♀仔1 ♂1♀仔1不2 ♂8♀仔1
1月9日 ♂5 カメラメンテ ♀仔1 ♀仔2 ♂4 ♀仔6不3 ♂1♀仔9不2 ♂1♀仔11不2 ♀仔2不1 ♂2♀仔1 ♀仔1 ♀仔4・キツネ1♀仔5
1月10日 ♀仔2 ♀仔2 ♀仔2 ♀仔4 ♂1♀仔3 ♂1 ♀仔1 ♀仔1 ♂1・カメラメンテ ♀仔2 ♂1♀仔11不2 ♂3♀仔12不2 ♂1♀仔5不6 ♂3♀仔6不1 ♂2♀仔5不8 ♂2♀仔3不2 ♀仔3 ♂1♀仔2 ♂1♀仔3
1月11日 ♀仔3 ♀仔1 カメラメンテ エサ ♀仔5不3 ♂3♀仔8不12 ♀仔1不4 ♂1♀仔1不3 ♀仔1 ♂1♀仔6不6 ♂1 キツネ1 ♀仔1 ♀仔2 ♀仔1不1・キツ♀仔5不1 ♀仔2不1
1月12日 ♀仔2 ♀仔5不1 ♀仔4 ♀仔2 ♂1 ♀仔5不11 ♀仔5不8 ♀仔7 ♂4♀仔7不4 ♂3♀仔13不4 ♂7♀仔6不1 ♂5♀仔7不5 ♂4♀仔2不1 ♂1♀仔7 ♂3♀仔5不1 ♂4♀仔5不5 ♂1♀仔7不1 ♀仔4
1月13日 ♂2 ♂1♀仔3不1 ♂2♀仔1不1 ♀仔2不1 ♀仔5不4 ♂4♀仔3 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔3 ♀仔2不1 ♀仔2 ♀仔6不3 ♂1不1 ♀仔1 ♂1♀仔4不1 ♂4♀仔1 ♀仔5不1 ♂2♀仔1 ♀仔1 ♀仔1 ♂2♀仔2 ♀仔1 ♀仔2不1 ♀仔1
1月14日 ♂2♀仔3不1 ♂1 ♂1♀仔6不7 ♂1♀仔2不1 ♀仔2 カメラメンテ ♀仔3 ♂7♀仔8不14 ♂1♀仔10不1 ♀仔1 キツネ1 ♀仔1 ♂1 ♂1♀仔5 ♂3♀仔1
1月15日 ♂3♀仔1不2 ♂2♀仔3 ♀仔1不1 ♂2 ♀仔1 カメラメンテ エサ ♂4♀仔8不1 ♂2♀仔4不2 ♂2♀仔2 ♀仔6不2 ♀仔5不2
1月16日 ♂2♀仔3 ♂6 ♂3 ♂2♀仔3 ♂2 カメラメンテ
1月17日
1月18日 ⑪地点に変更
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日付 0時 1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時
11月27日 カメラメンテ
11月28日 ♂1 カメラメンテ
11月29日 ♀仔2 ♂1 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔2
11月30日 ♂1♀仔1 ♂1♀仔2 ♀仔1 ♀仔1 ♂1 ♂1 ♂1 ♀仔4 ♀仔2 ♀仔4 ♂1
12月1日 ♂1 ♂1 ♂1 ♀仔2 ♂1 ♂1♀仔2 ♀仔5 ♂1♀仔3 ♂1♀仔2 ♂1♀仔2 ♀仔1 ♀仔4 ♀仔4 ♀仔4
12月2日 ♀仔2 ♀仔4 ♂2♀仔5 ♂1♀仔1 ♂1♀仔1 ♂2 ♂2 ♂3♀仔1 ♂1♀仔2
12月3日 ♀仔2 ♀仔2 ♀仔2不1 ♂1♀仔2 ♀仔4 ♀仔3 ♂1 カメラメンテ ♂2 ♂1♀仔2 ♂1♀仔2 ♂1♀仔2 ♂1♀仔2 ♂1♀仔2 ♀仔1
12月4日 ♀仔1 ♂1 ♂2 ♂1 カメラメンテ ♀仔4 ♀仔5 ♂1 ♂1 ♀仔3 ♂1♀仔2不1
12月5日 ♀仔5 ♀仔1不1 ♀仔3 ♂1 ♂1不1 ♀仔3 ♀仔3 ♀仔3 カメラメンテ ♂1♀仔4 ♂1♀仔3不1 ♀仔4 ♂1♀仔3 ♂2♀仔1 ♂1♀仔3 ♂2♀仔1 ♂1♀仔3 ♂1♀仔2 ♀仔4
12月6日 ♀仔3 ♂2 ♂1 ♀仔2 ♀仔2 カメラメンテ ♀仔3 ♀仔2 ♀仔1 ♂1♀仔2 ♀仔2 ♀仔2 ♀仔2 ♀仔2 ♀仔4 ♀仔2 ♂1
12月7日 ♀仔3 ♂1♀仔1 ♂2♀仔1 ♂1 ♂2 ♂1 カメラメンテ ♀仔1 ♀仔1 ♂1♀仔4 ♀仔2 ♀仔3 ♀仔3 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔3
12月8日 ♀仔4 ♀仔3 ♂1 ♀仔2 ♂1 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔3 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔1 ♂1 ♀仔1
12月9日 ♀仔3 ♀仔1不1 ♀仔1 ♀仔2 ♂1 ♀仔1 不1
12月10日 不1 ♀仔1
12月11日 ♀仔1 ♀仔3 カメラメンテ ♀仔1
12月12日 ♀仔1 ♀仔1 カメラメンテ ♀仔4 ♀仔7
12月13日 ♂1 ♀仔1 ♀仔2 カメラメンテ ♀仔1 ♀仔1 ♂2 ♀仔1 ♀仔2
12月14日 ♀仔1 ♀仔1 カメラメンテ ♀仔1 ♀仔7不1 ♀仔1 ♀仔8不1 ♀仔1不1 ♀仔5
12月15日 ♀仔2不1 ♀仔5不1・タヌ♀仔1 ♂3♀仔2 ♂5♀仔13 ♂3♀仔3 ♀仔10 ♀仔2 ♀仔4 ♀仔1 ♂1♀仔7不1 ♂1♀仔9 ♂1♀仔6不2 ♂1♀仔1 ♀仔3
12月16日 ♀仔1 ♀仔1不1 ♀仔2 ♀仔1 ♂1 ♀仔1 ♀仔1不1 ♀仔5不2 ♀仔4 ♀仔1不1 ♀仔2不1 ♂1 ♂1♀仔1 ♀仔1
12月17日 ♀仔2不1 ♀仔3不1 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔2 不1 カメラメンテ ♀仔2 ♀仔2 ♀仔2 ♀仔1
12月18日 ♀仔1 カメラメンテ ♀仔1
12月19日 ♀仔2 カメラメンテ ♀仔8不3 ♀仔3 ♀仔1 ♀仔9 ♀仔6 ♀仔6
12月20日 ♀仔2 ♂4 ♂4♀仔10不2 ♂3♀仔9不2 ♀仔1不1 ♀仔2 ♀仔2 不1 カメラメンテ ♀仔2 ♂1♀仔4不1 ♀仔7不1 ♂1♀仔7 ♂1♀仔1不3 ♂1♀仔1 ♂3♀仔6不1 ♀仔3不1 ♂5♀仔1 ♂1
12月21日 ♀仔3 ♂1♀仔2 ♀仔5 ♂1♀仔2不1 ♀仔1不2 ♂1 ♂2♀仔5不2 カメラメンテ ♀仔5 ♀仔5 ♀仔6不8 ♀仔2 ♀仔4不1 ♀仔3不1 ♀仔4・キツネ1♂4♀仔2
12月22日 ♀仔12不3 ♀仔7不1 ♀仔4 ♂1♀仔7不3 ♂4♀仔5不5 ♀仔1 ♀仔2不2 ♀仔5 ♂1不1 ♂1♀仔11不1 ♀仔7不2 ♀仔2不3 ♀仔7不1 ♂3♀仔1 ♂1不1 ♂1♀仔4不1 ♂1♀仔1不1 キツネ1 ♀仔2
12月23日 ♀仔1 ♂2 ♀仔1不1 ♂1♀仔1 ♀仔1 ♀仔5 ♀仔1 ♀仔2不2 ♀仔2不1 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔1不3 ♀仔2
12月24日 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔1・キツネ1♀仔1 ♀仔1 ♀仔1 不1・キツネ1 ♀仔1不1 ♀仔4不1 キツネ1
12月25日 不2 ♂1♀仔1 ♂1 カメラメンテ ♀仔1不2 ♀仔5 ♀仔1 ♂2♀仔1 ♀仔6 ♂1♀仔19不1 ♀仔1不2 ♂1
12月26日 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔3不1 ♂3不1 ♂1 カメラメンテ エサ ♀仔1 ♂2♀仔4 ♂1 ♂5♀仔9不1 ♀仔5不1 ♂2♀仔2不1 ♂2♀仔3不3 ♂3♀仔2・キツ♀仔1
12月27日 ♀仔18不8 ♀仔3 ♂1♀仔3 ♀仔3不3 ♀仔2不5 カメラメンテ キツネ1 キツネ1 ♀仔9 ♂2♀仔4不1 ♂2♀仔8不7 ♀仔10不1 ♂1♀仔3不1・キ♂3♀仔1 ♀仔2不1 ♂1♀仔3不2
12月28日 ♀仔3 ♀仔3不3 ♀仔1不2 ♂1 ♂1 ♀仔1 ♀仔1・カメラメンテ ♀仔1・キツネ2♀仔8不1・キツ♀仔2 ♀仔1 ♀仔2 キツネ1 ♀仔1
12月29日 ♀仔2 ♀仔4不1 ♀仔2不1 ♀仔3 ♂1♀仔2 キツネ2 ♀仔1 ♀仔7不1・キツ♀仔4不1 ♂1・キツネ1 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔2 ♀仔7不2 ♀仔5不3 ♀仔17不6
12月30日 ♀仔5不2 ♀仔3 ♀仔8 不2 ♂1♀仔7 ♀仔2 ♀仔1不1 ♂2♀仔7不4 ♂2♀仔9不3 ♀仔13不10 ♀仔15不8 ♂1♀仔21不7 ♂2♀仔5不1 ♂3♀仔4不2 ♂1♀仔11不1 ♂1♀仔9不2
12月31日 ♀仔6不8 ♀仔1不1 ♀仔12不5 ♀仔6不10 ♂1♀仔11不3 ♂3♀仔2不1 ♂1♀仔4不1 ♀仔1 ♀仔1不1 ♂6♀仔4 ♀仔5不1 ♂3♀仔6不2 ♀仔6不4 ♂1♀仔7不2 ♀仔5 ♀仔2 ♂1♀仔1 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔3 ♂1
1月1日 ♀仔1 ♀仔3不1 ♀仔1 ♂2 ♀仔2 ♀仔2 ♂1♀仔2 ♀仔1 ♀仔2不1 ♀仔1 ♂1♀仔5不2 ♀仔1不2 ♂1♀仔1 ♀仔1不1 不1 ♂1♀仔2不2 ♀仔2
1月2日 ♀仔1不1 ♂1不1 ♀仔1 ♂1 ♀仔3 ♀仔4 ♂1不2 ♀仔1 ♂1不1 エサ ♀仔2 ♂2♀仔4不2
1月3日 ♂1 ♂1 ♂1 ♀仔1 ♂4♀仔3 ♂2♀仔3不1 ♂1♀仔9 ♀仔6不1 ♂1♀仔6不2 ♂1♀仔4不5 ♀仔13不1 ♀仔2不1 ♀仔5不3 ♂1♀仔11不4 ♀仔9不3
1月4日 ♀仔3不1 ♀仔4 ♂1♀仔3不2 ♂1♀仔4不2 ♀仔5不1 ♂1♀仔1 ♂1♀仔2 ♂2♀仔8不1 ♀仔2 ♀仔11不3 ♀仔18不7 ♂2♀仔6不1 ♀仔16不11 ♂2♀仔18不8 ♀仔9不3 ♀仔6 ♂3♀仔1不1 ♂2 ♂1♀仔4 ♂3♀仔1不1
1月5日 ♀仔8不7 ♀仔6 ♂1 ♀仔1不1 ♂1 ♂3♀仔2 ♂3 ♀仔1 ♂1♀仔2 ♂1♀仔4不2 ♂1♀仔4 ♂2♀仔7不2 ♀仔5不1 エサ・♀仔2 ♂7♀仔11不2 ♀仔13不5 ♂1♀仔1不1 ♂2♀仔1 ♂1♀仔2不2 ♀仔5
1月6日 ♀仔2 ♀仔5不2 ♂4 ♂2♀仔11不5 ♀仔6不4 ♂4♀仔3不1 ♂2♀仔3不1 ♀仔1 ♀仔1 ♂1♀仔1不1 ♀仔5不1 ♂1♀仔4不4 ♀仔2 ♂5♀仔1不1 ♂7♀仔12不9 ♂8♀仔22不1 ♂4♀仔16不13♀仔20不7 ♂2♀仔2 ♂7♀仔6不4 ♂3♀仔3不2 ♀仔2不1
1月7日 ♀仔4 ♀仔3 ♂2 ♂2♀仔1不2 ♂2 ♂1♀仔2 ♀仔4 ♂1♀仔8不3 ♂1♀仔9 カメラメンテ ♂2♀仔6不2 ♂4♀仔5不3・キツネ1 ♂2♀仔3不2 ♂7♀仔2
1月8日 ♀仔4 カメラメンテ ♀仔1 ♀仔1 ♀仔1 ♂1♀仔18不13♀仔3不5 ♂2♀仔6不6 ♂2♀仔6 ♂1 ♀仔2 ♀仔2不2 ♀仔5不2 ♂3不2
1月9日 ♀仔6不2 ♀仔1 カメラメンテ ♀仔1不1 ♂3♀仔1 ♀仔1 ♂1♀仔6不2 ♀仔7 ♀仔2 ♀仔2不1 ♂2 ♂2・キツネ1 ♀仔6不1 ♀仔1 ♀仔1
1月10日 ♀仔5不1 ♂1♀仔3不3 ♀仔9 ♀仔2 ♀仔4不2 ♀仔3 ♂1♀仔1・カメラメンテ ♀仔6 ♀仔8不2 ♂3♀仔12不3 ♂6♀仔18不5 ♂2♀仔8不4 ♂7♀仔2不1 ♂1♀仔3不1 ♂1♀仔2不1 ♀仔1不1 ♀仔3 ♀仔2
1月11日 ♀仔2・キツネ1♂1♀仔2 カメラメンテ ♀仔11不2 ♀仔7不1 ♀仔2 ♀仔4 ♀仔1 ♀仔2 ♀仔1 ♀仔2 ♀仔2
1月12日 ♂3♀仔3 ♂2♀仔8 ♂2♀仔4 ♂4 ♀仔3 ♀仔1不1 ♀仔1 ♀仔5 ♂3♀仔8不2 ♀仔17不4 ♂1♀仔15不8 ♂2♀仔6不3 ♀仔2 ♀仔3 ♂1♀仔5不1 ♂5♀仔11不5 ♂2♀仔5不1 ♀仔4不1
1月13日 ♂1 ♂2♀仔2 ♂1♀仔3不1 ♂1 ♀仔6不5 ♂2♀仔3不3 ♂1♀仔1 ♀仔3 ♀仔2不1 ♂1♀仔1 ♂1♀仔2 ♀仔7不2 ♂1♀仔2不1 ♀仔5不2 ♂3 ♂1♀仔1 ♂5 ♀仔3不2 ♀仔4
1月14日 ♂2♀仔1 キツネ１ ♀仔2 ♀仔2不1 ｾｯﾄﾐｽﾃﾞｰﾀﾅｼ
1月15日 ｾｯﾄﾐｽﾃﾞｰﾀﾅｼ カメラメンテ ♂6♀仔13不2 ♀仔5不1 ♀仔1 ♀仔4不1 ♀仔7不5
1月16日 ♂1♀仔4 ♀仔4不1 ♀仔6不4 カメラメンテ ｾｯﾄﾐｽﾃﾞｰﾀﾅｼ
1月17日 ｾｯﾄﾐｽﾃﾞｰﾀﾅｼ カメラメンテ ♂1♀仔7不1 ♂1♀仔15不7 ♂1♀仔15不6 ♂1♀仔5 ♀仔4 ♀仔3不1
1月18日 ♀仔8 ♂1♀仔5 ♂1♀仔3 ♂1♀仔2不2 ♂1♀仔4不1 ♀仔1 カメラメンテ ♂1♀仔5 ♀仔3不1 ♀仔9 ♀仔7 ♀仔4不2 ♀仔2 ♀仔8不4 ♂2 ♀仔4 ♂5♀仔4不3 ♂7♀仔7不4
1月19日 ♂3♀仔2不1 ♂4♀仔2不2 ♂1♀仔3不3 ♂1♀仔1 ♂1♀仔5 ♀仔1 ♂1♀仔1 ♀仔1 ♂1 ♀仔1 ♀仔7不1 ♂1♀仔4不1 ♂2♀仔8不3 ♀仔6不1 ♂2♀仔6 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔1不1 ♂3♀仔2不1
1月20日 ♀仔1 ♂1 ♂1♀仔1不1 ♂1 ♂1♀仔1 ♂3♀仔3 ♀仔3不3 ♀仔3不2 ♂3♀仔1 ♂1♀仔4 ♀仔1不1 不1 ♂1 ♀仔3 ♀仔1不1
1月21日 ♂1 不1 不2 ♂1♀仔2 ♂2不1 カメラメンテ・♀♀仔6 ♀仔3 ♀仔1
1月22日 ♀仔1 カメラメンテ ♀仔1 不1 不2 ♀仔3不2 ♀仔2不1 ♀仔1
1月23日 ♂1♀仔1不1 カメラメンテ ♀仔1 不1 不1 ♂1♀仔1不1 ♀仔4不1 ♂2♀仔2 不1 不1 不1 ♂1
1月24日 カメラメンテ ♀仔3不1 ♂1♀仔1 ♂1♀仔1不2 ♂1 ♀仔2 ♀仔1 ♀仔1
1月25日 ♂1不2 カメラメンテ
1月26日
1月27日 ♀仔3 ♂1不1 ♀仔1不1 不1 不2 不1
1月28日 不1 不1 ♀仔2不2・カメラ♀仔2不2 ♀仔2不2 ♂2 ♀仔2不1 ♀仔1
1月29日 ♀仔1 カメラメンテ ♂1 ♂1♀仔2不4 ♂1♀仔1不1 不1 ♀仔1 ♀仔1
1月30日 不1 ♀仔1 ♀仔2 カメラメンテ ♀仔3 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔1
1月31日 不1 カメラメンテ ♂1 不1 ♂1不1 ♀仔2 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔1 ♂1
2月1日 カメラメンテ 不2 不1 不1 キツネ1
2月2日 ♀仔1 ♀仔1 不1 ♂1不1 不1
2月3日 ♀仔1 ♂1 ♂1♀仔1 キツネ1
2月4日 ♀仔1不1 不1 カメラメンテ 不1 不2 ♀仔1 キツネ1
2月5日 カメラメンテ 不2 不1 不1
2月6日 ♀仔1 カメラメンテ ♀仔3不2 ♀仔1不1 不1 ♀仔1
2月7日 カメラメンテ 不1
2月8日 ♀仔2 キツネ1 カメラメンテ
2月9日 ♂1 ♀仔1 ♀仔1不1 ♂1 不2 ♀仔1不1 ♂1不1 ♀仔1不1
2月10日 ♀仔2不1 不1 ♂1 不1 ♀仔1
2月11日 ♀仔1 ♂1・カメラメンテ キツネ1 ♀仔1 ♀仔2
2月12日 カメラ撤収
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日付 0時 1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時
11月27日 カメラメンテ
11月28日
11月29日 ♀仔1 ♀仔2不1 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔1 ♂1♀仔1
11月30日 ♂1 ♂1 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔1
12月1日 不1
12月2日 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔3
12月3日 カメラメンテ
12月4日 カメラメンテ ♀仔3
12月5日 不1 ♂1 ♂1 ♂1 ♂1 ♂1 ♂1 ♂1 カメラメンテ ♂1 ♂1 ♂1 ♂1 ♀仔2 ♂1
12月6日 ♀仔2不1 ♂1 カメラメンテ ♂1 ♂1 ♂1♀仔2 ♀仔3 ♀仔2 ♀仔2 ♀仔3 ♀仔2 ♀仔2 ♂1
12月7日 ♀仔2 ♀仔2 ♀仔2 ♀仔1 ♂1 カメラメンテ ♂1 ♀仔3 ♀仔2 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔2 ♀仔2
12月8日 ♀仔3 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔3 ♂1 不1 ♀仔2不1 ♀仔3 ♀仔3 ♀仔1 ♀仔2 ♀仔1 ♀仔1 ♂1 ♂1
12月9日 ♀仔2不1 ♀仔2 ♀仔2 ♀仔2 ♀仔2 ♀仔1
12月10日 ♀仔1不1
12月11日 ♀仔2 ♀仔1 ♀仔1 カメラメンテ ♀仔3 ♀仔1 ♂1 ♀仔2
12月12日 ♀仔1 ♀仔2 ♀仔2 ♀仔1 ♂1 カメラメンテ ♂2♀仔5不3 ♀仔4不13 ♀仔7不4 ♂2♀仔1不3 ♂3 ♂3♀仔2不5 ♂2♀仔3不3 ♀仔4不3
12月13日 ♂１♀仔1不2 ♂3不2 ♀仔1 ♀仔1不2 ♀仔1不1 カメラメンテ ♀仔5不1 ♀仔2不1 不1 ♀仔3不3 ♀仔7不2 ♀仔5不4 ♀仔5不3 ♂2♀仔5不4 ♂1♀仔4・キツ
12月14日 ♀仔2不2 ♀仔2 ♂2♀仔1 ♂2 ♀仔1 カメラメンテ ♂1♀仔5不2 ♂1不3 ♂2♀仔5不2 ♂1♀仔11不6 ♂7不1 ♂1 ♀仔1 ♂2♀仔1 ♀仔1不5 不2
12月15日 ♂7♀仔1不1 ♂8♀仔2 ♂8♀仔1・タヌ♂2不1 ♂12不9 ♂2♀仔1不1 ♀仔1不1 ♀仔2 ♂3 ♂2♀仔3不2 ♂7♀仔2不3 ♂3♀仔1不5 ♂3♀仔5不2 ♂4♀仔6不3 ♂2♀仔7不4 ♀仔1不1 ♀仔2不7 ♂2♀仔6不3 ♂1♀仔2不6 ♂1♀仔5不3 ♂3♀仔1不3 ♀仔3不3
12月16日 ♂2不1・タヌキ♀仔2・タヌキ2 ♂2♀仔1・タヌ♂3不6 ♂2不1 ♂1 ♀仔1 ♀仔1不3 ♂4 ♂1♀仔1不1 ♀仔1不1 ♀仔4不2 ♀仔2 ♂1♀仔5 ♂6不2 ♂7不6 ♂3♀仔3不1 ♂4不1 ♂3♀仔3不4 ♂3♀仔1 ♂1♀仔2不2 ♂3不2
12月17日 ♂1♀仔5不4 ♂4不2 ♂1 不1 ♀仔3 ♂1♀仔3不1 ♀仔1 ♀仔5不1 ♀仔1不1 ♂1♀仔1不4 カメラメンテ ♂1不2 ♂2不6 ♂1不2 ♀仔1 ♀仔2 ♂1不2
12月18日 不1 不1 不1 カメラメンテ ♀仔1 ♀仔1不1
12月19日 ♀仔7不1 ♂3♀仔7 ♂2不1 ♀仔2不1 ♀仔1 カメラメンテ ♀仔9不4 ♀仔7不4 ♀仔3 ♀仔9不1 ♂1♀仔6不1 ♂1♀仔1不1 ♀仔2不5 ♀仔8不1 不2 ♂5♀仔1不2 ♂2不1 ♀仔5不3
12月20日 ♂2不1 ♀仔1不4 ♀仔2不1 ♂2不3 ♀仔3不6 ♀仔1不4 カメラメンテ 操作ミス映像ナシ
12月21日 操作ミス映像ナシ カメラメンテ ♀仔2不1 ♀仔6不3 ♂5♀仔5不6 ♀仔2 ♀仔1 ♂3♀仔4不7 ♂1♀仔2不2 ♂2 ♂4♀仔1 ♀仔3不2
12月22日 ♀仔1 ♂1♀仔4不10 ♂1♀仔1 ♀仔4不3 ♂4不2 ♂1 ♀仔2不5 不1 ♀仔1 ♀仔2不1 ♀仔5不6 ♀仔1 ♀仔3不3 ♀仔2不3 ♂2 ♀仔3不1 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔1
12月23日 ♀仔1 ♂1 ♂1 ♂2不1 ♀仔1不1 不1 ♀仔1不3 不1 ♀仔1・キツネ1♂1♀仔1不2 ♀仔1不2
12月24日 ♂1♀仔1 キツネ1 ♂1
12月25日 キツネ1 ♂1 カメラメンテ ♂2♀仔4不2 ♂1♀仔6不3 ♂1不1 ♂2♀仔1 ♂3♀仔2 ♂1♀仔3不3 ♀仔4不3
12月26日 ♂1♀仔4不1 ♂8不1 ♂1不1 ♀仔2 ♂1 ♂2 カメラメンテ エサ ♂2♀仔2不1 ♂1♀仔3不1 ♂5♀仔14不17 ♀仔2 ♀仔1
12月27日 ♀仔2 ♀仔2 ♀仔2 キツネ1 ♀仔2 カメラメンテ キツネ1 ♀仔2 ♀仔3 ♂1♀仔3不2 不1・キツネ1 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔1不2
12月28日 ♂1♀仔2不2 ♂1♀仔2 ♂1♀仔1・キツキツネ1 ♂1・キツネ1 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔1・カメラメンテ キツネ2 キツネ1 キツネ1 ♀仔1 キツネ2 ♂1♀仔14不3 ♀仔3・キツネ1 ♂1♀仔14不4 ♂5♀仔2不3 ♀仔1
12月29日 ♀仔8不6 ♂3♀仔3 不2・キツネ1 ♂3♀仔1不3 ♂1♀仔7不2 キツネ3 ♀仔2 ♂1♀仔1 ♂5不2 ♀仔4不1
12月30日 不1 ♀仔1不1 ♂2♀仔2不2 ♂7♀仔3不4 ♂5♀仔4 ♂2♀仔8不5 ♂4♀仔3不7 ♂1♀仔10不8 ♂5♀仔1不1 ♂2
12月31日 ♂1♀仔1不2 ♂3♀仔1不2 ♀仔7不9 ♂9♀仔7不4 ♂3♀仔3不4 ♂2♀仔2不2 ♂2♀仔2 ♀仔1 ♀仔5 ♀仔2不2 ♂4♀仔2不2 ♂5♀仔6不3 ♀仔1不5 ♀仔6不1 ♀仔7不8 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔1・キツネ1不1 ♀仔2不1
1月1日 ♀仔1 ♀仔1・タヌキ2 ♂2不1 ♂1 ♀仔1 ♂1不1 ♂2♀仔2不1 ♀仔3 ♂1♀仔2不2 ♂1 ♂1♀仔2 ♂1♀仔3不2 ♀仔1 ♀仔1不1 ♂1 ♂2♀仔1 ♀仔1
1月2日 ♀仔5不1 ♀仔1 ♀仔2不1 ♀仔3 ♂1♀仔1 ♂3♀仔1 エサ ♂2 ♂1♀仔14不7 ♀仔2不1 ♀仔3 ♂1♀仔1不1 ♀仔6不5
1月3日 ♀仔5不1 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔1不3 ♂1♀仔4不3 ♂1♀仔4不5 ♂1♀仔3不1 ♂1♀仔3不1 ♀仔2不1 ♀仔1 ♀仔1 ♂1・キツネ1 ♀仔1不1 ♀仔3不3
1月4日 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔2 ♂1♀仔3不1 ♀仔2 ♀仔2 ♀仔4 ♂1♀仔1 不1 ♂1 ♂1
1月5日 ♀仔3不2 ♂1♀仔3不1 ♂1♀仔1 ♂1 ♂1 ♀仔2 ♀仔2不1 ♂1♀仔1不2 ♂1♀仔1不1 エサ・♀仔5不2♂2♀仔8不4 ♂1♀仔11不7 ♀仔1 ♂2 ♂2 ♀仔8不3
1月6日 ♀仔1 ♀仔5 ♂5♀仔3不1 ♂4♀仔1 ♂1不2 ♂1♀仔1 ♀仔1 ♀仔2不1 ♀仔2不1 ♀仔4不1 ♀仔3 ♀仔3 ♂2♀仔2不1 ♂1♀仔2 ♀仔2不3 ♂1♀仔4不1 ♂1♀仔1不1 不1
1月7日 ♀仔2 ♀仔1不2 不1 ♂1 ♂1不1 ♀仔1 ♀仔3不1 ♀仔6不1 カメラメンテ ♀仔1 ♂3♀仔13不4 ♂5♀仔7不1 ♂1 ♂2♀仔6不1
1月8日 ♂5 ♂1♀仔2 ♂3 カメラメンテ ♀仔1 ♀仔1 キツネ1 不1 ♂1♀仔1不1 ♂3♀仔1不2 ♀仔1 ♂1 ♂3 ♀仔2不1 ♀仔1不3 ♂3♀仔1不1
1月9日 カメラメンテ 不1 ♂1 ♀仔1 ♂2♀仔10不4 ♀仔10不2 ♀仔1 ♀仔3不1 ♂1♀仔2 キツネ1 ♂2♀仔2 ♂2
1月10日 ♂1♀仔1 ♀仔3 ♂3♀仔3不1 ♂1♀仔4不2 ♂1♀仔1 ♂2 ♂1不1 カメラメンテ ♀仔1 ♀仔3不1 ♂3♀仔4不1 ♀仔2不4 ♀仔4不1 ♂4♀仔1不3 ♂2♀仔1不1 ♀仔1不1 ♀仔1 ♀仔1 ♂1♀仔1不1
1月11日 ♂1♀仔1 ♂1 カメラメンテ ♂2♀仔1不1 ♂2♀仔3 ♀仔3 ♀仔3 ♀仔8不5 ♀仔1不1 ♀仔2 ♀仔3不4 ♀仔10不6
1月12日 ♀仔7不5 ♀仔6不1 ♀仔2不3 ♂4 ♀仔3 ♂3♀仔7不2 ♂3♀仔8不6 ♂5♀仔2不3 ♀仔1不2 ♀仔4不2 ♂1 ♀仔1不1 ♀仔4 ♀仔2不2
1月13日 ♂2♀仔2 ♂1 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔1不1 ♂1♀仔2不1 ♀仔1不1 ♀仔2 ♀仔3不1 ♂1 ♀仔6 ♀仔1不4 ♂2♀仔6不1 ♀仔1不1 不1 ♂1 ♀仔1
1月14日 ♂2♀仔2 不1 ♀仔1 ♀仔2 不1 ♀仔2 カメラメンテ ♀仔1 ♂4♀仔11不6 ♂3♀仔1不2 ♂1 ♂1♀仔4不1
1月15日 ♂6♀仔1 ♀仔1不1 ♀仔1 カメラメンテ ｾｯﾄﾐｽﾃﾞｰﾀﾅｼ エサ ｾｯﾄﾐｽﾃﾞｰﾀﾅｼ
1月16日 ｾｯﾄﾐｽﾃﾞｰﾀﾅｼ
1月17日 ｾｯﾄﾐｽﾃﾞｰﾀﾅｼ カメラメンテ ♂1♀仔3 ♀仔16不4 ♀仔4 ♀仔1 ♂1・キツネ3 ♂1♀仔3不1
1月18日 ♀仔2 ♀仔3不1 ♂1♀仔1 ♂1♀仔1不1 不1 不1 カメラメンテ ♀仔4不9 ♀仔6不1 ♀仔3不1 ♂1♀仔2不3 ♀仔10不4 ♂3 ♂5 ♂1♀仔10不2 ♂1♀仔3 ♂1♀仔2不1・キ
1月19日 ♀仔3不7 ♂1♀仔3不2 ♀仔1 不1 ♀仔1不1 ♂1不1 不2 ♀仔1 ♀仔1 ♂1不1 ♂1♀仔1不2 ♂1♀仔2不2 ♂1♀仔2不3 ♀仔1 ♀仔1不2 不1 ♂1不1
1月20日 ♂2不2 ♀仔1 不1 不1 不1 不1 不1 ♂1♀仔1不1 不2 ♀仔1 ♂1 ♂1 不1
1月21日 不2 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔1 不1 カメラメンテ ♂2♀仔2不2 ♂1♀仔2 ♀仔1 ♀仔2
1月22日 ♀仔2 ♀仔3不2 不1 ♀仔1 ♂1♀仔1 カメラメンテ ♀仔1 ♀仔4 ♂1♀仔1 ♀仔2不1 ♂1♀仔2不1 ♀仔2不2 ♀仔1 ♀仔3 ♀仔6不1
1月23日 ♀仔3不1 カメラメンテ エサ ♀仔2 ♂1不1 ♀仔1 ♀仔3不1 不1 不3 ♀仔1不2 ♀仔1
1月24日 ♀仔2 ♀仔1不2 ♀仔2 ♀仔2 ♀仔1 ♀仔1不1 カメラメンテ ♀仔4 ♀仔1 ♀仔2 ♀仔4不3 ♂1♀仔3不2 不1 ♂1 不1
1月25日 カメラメンテ 不1 ♀仔2不3 ♂1♀仔4不2 ♂2♀仔1不2 ♀仔2不2 ♀仔1 不1 ♂1不2
1月26日 不1 ♂1♀仔1不2 不1 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔2 ♀仔2 ♀仔2不2 ♀仔1不1 ♀仔2 ♀仔1 ♀仔1不2
1月27日 ♀仔1 不1 ♀仔1不1 不明 不明 不明 不明 不1 不1
1月28日 不1 不2 不1 カメラメンテ ♀仔1 ♀仔1 ♂1♀仔1不1 ♀仔1 不1
1月29日 ♂1♀仔1 ♀仔2 カメラメンテ ♀仔1 キツネ1 ♀仔1 ♂1
1月30日 カメラメンテ ♂1 ♂2 ♀仔2 ♀仔5
1月31日 不1 不1 ♀仔1 カメラメンテ ♀仔2 ♀仔1 ♂2 不1 ♀仔1不1 ♂2♀仔1
2月1日 不3 カメラメンテ ♀仔1不3 不1 不2 ♂1不3 ♀仔1
2月2日 ♀仔1 ♂1不1 ♀仔2 ♀仔1 ♀仔1 ♂1♀仔1不1 ♀仔2不1 ♀仔1
2月3日 ♂1 不2 不1 不1 ♀仔1 ♂2
2月4日 ♀仔1 カメラメンテ 不1 ♂3 ♀仔2 ♂1♀仔1不1 ♀仔1 不1 ♀仔1不1 不1 ♂1♀仔1
2月5日 不1 カメラメンテ ♂1 ♂2不1 ♂1 不1
2月6日 ♂1 ♂1 カメラメンテ ♂2♀仔1不1 ♂2♀仔1 ♂2 ♀仔1
2月7日 ♂1 カメラメンテ ♀仔1 ♂1 ♀仔1 ♂2♀仔1不3 ♂1 不1 ♂1♀仔1
2月8日 不3 ♀仔3 ♂1 ♂1 カメラメンテ ♂1不1 不1
2月9日 ♀仔2 ♀仔2 ♂2不2 不1 ♂2
2月10日 不1 不1 不1 ♀仔1 ♂1 不1 ♀仔3 ♂1♀仔1 ♀仔1不1
2月11日 不2・カメラメンテ♀仔1 ♂1 不1
2月12日 ♂1 カメラメンテ ♂1♀仔3 ♂1不1 ♂2♀仔2不3 ♂1♀仔2不2
2月13日 カメラメンテ ♂1♀仔1不1 ♂1♀仔2不3 ♀仔1 ♀仔1不2 ♀仔1不1
2月14日 ♀仔2 カメラメンテ ♂1 ♂3♀仔6不4
2月15日 ♂1♀仔1 カメラメンテ 不1 ♀仔3不1 不1 不1 不1
2月16日 ♀仔1不1 ♀仔1 不1 不1 ♂1 ♀仔1 不2 ♂1♀仔1 ♂1 ♂1
2月17日 不1 ♀仔1
2月18日 ♂1 ♀仔1 不1 カメラメンテ ♀仔3 ♀仔1不2 不1 不1 ♀仔1不1 ♀仔2不1



平成24年度　囲いワナを利用したエゾシカ捕獲事業　自動撮影装置記録

№ 3 カテゴリ　オス成獣：♂、メス仔：♀仔、不明：不 H24  囲いワナを利用したエゾシカ捕獲事業　自動撮影装置記録

日付 0時 1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時
2月19日 ♀仔1 不1 カメラメンテ ♀仔1 ♂1 ♀仔2 不1 ♂1 ♀仔4 ♀仔1
2月20日 不2 カメラメンテ 不2 ♂3不2 ♂1
2月21日 ♂4不3 カメラメンテ 不1 不1 不1 ♀仔1
2月22日 キツネ1・♀仔1 ♂2不1 カメラメンテ ♀仔1 ♂1 ♀仔1不1 ♂1 不1
2月23日 ♂1♀仔1不2 ♀仔1不2 ♂2不2 ♀仔1 不1 ♂1不1 ♂1♀仔1不2
2月24日 ♂3 ♂1 ♀仔2不3 不1 ♂1 ♂1不1
2月25日 不1 キツネ1 カメラメンテ ♀仔3 ♂4♀仔2不2 ♀仔1 ♀仔1
2月26日 ♂2♀仔1 カメラメンテ ♀仔1 ♂2不1
2月27日 ♂2不3 ♂3 カメラメンテ 不1
2月28日 ♀仔1 カメラメンテ ♀仔1 ♂1♀仔1 ♀仔1
3月1日 ♀仔1不2 カメラメンテ 不1
3月2日 不1 不1 ♀仔4不1
3月3日 ♂1♀仔1不1 ♂1♀仔1不1 不1 不1 不1
3月4日 カメラメンテ ♀仔1
3月5日 カメラメンテ
3月6日
3月7日
3月8日



平成24年度　囲いワナを利用したエゾシカ捕獲事業　自動撮影装置記録

№ 4 カテゴリ　オス成獣：♂、メス仔：♀仔、不明：不 H24  囲いワナを利用したエゾシカ捕獲事業　自動撮影装置記録

日付 0時 1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時
11月27日 カメラメンテ
11月28日 カメラメンテ
11月29日 ♀仔2
11月30日 ♂2 ♂1 ♂1♀仔1
12月1日 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔3
12月2日 ♀仔1
12月3日
12月4日 カメラメンテ
12月5日 ♂1不1 ♀仔1不1 ♀仔2 ♂1♀仔1 ♂1♀仔1不1 ♂1 ♀仔1 カメラメンテ ♂1♀仔1 ♂1♀仔1不1 ♀仔2不1 ♂1 ♂2 ♀仔3不2 ♀仔3 ♂1 ♀仔1 ♀仔1
12月6日 ♀仔1 ♂1 ♂1 ♀仔1 カメラメンテ ♀仔2不1 ♂1 ♀仔2
12月7日 ♂1 ♂1 ♂1 カメラメンテ ♀仔1 ♀仔1 ♀仔2
12月8日 ♀仔4 ♀仔3 ♂1♀仔2 ♀仔1 ♀仔2 ♂1♀仔1 ♀仔1 ♀仔3 ♀仔1 ♀仔1 ♂1♀仔1 ♀仔1不1
12月9日 ♂1♀仔2 ♀仔2 ♀仔1
12月10日
12月11日 カメラメンテ ♀仔1 ♀仔1
12月12日 カメラメンテ ♀仔1 ♀仔2 ♀仔15不1 不1 不5 ♂1♀仔8不1
12月13日 ♀仔2 ♂1 ♀仔1不1 ♂2不2 ♀仔3 不1 ♀仔2不1 ♂1♀仔1不1 カメラメンテ ♀仔2 ♀仔2 ♀仔2不3 ♂4♀仔8不4 ♀仔19不8 ♀仔8不15 ♀仔5不1 不1 ♂1不2 ♀仔4不4 ♂1♀仔9不2
12月14日 ♀仔7不2 ♀仔1 ♂1♀仔3不2 ♂1 不1 ♂3♀仔7不6 ♂1♀仔5不5 ♂1♀仔2 カメラメンテ ♂1♀仔12不8 ♀仔5不6 ♀仔1不1 ♀仔9不5 ♀仔11不6 ♀仔5不6 ♀仔1 ♀仔3不5
12月15日 不1 ♀仔9不1 ♂2♀仔3不2 ♀仔1不1 ♂1 ♂2♀仔3不1 不1 ♀仔3不3 ♂3不2 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔1不1 ♂2♀仔1不1 不1 ♂1♀仔1
12月16日 ♀仔2 ♂2♀仔2 ♀仔4 ♀仔2 不1 ♀仔2不3 不1 ♂3 ♂1 ♀仔2 ♂1♀仔2不5 ♀仔1不2 ♀仔1不1 ♀仔3 ♀仔4不1 ♂1♀仔2
12月17日 ♀仔1 ♀仔1 ♂1 ♂1♀仔1 ♀仔1 ♂1 カメラメンテ ♀仔2不1 ♀仔1 タヌキ2
12月18日 ♀仔1不1 カメラメンテ ♀仔1 ♀仔7不5 ♀仔6不2
12月19日 ♀仔1 ♀仔9不8 ♀仔1 ♂1♀仔2不2 カメラメンテ ♀仔10不1 ♂1♀仔11不9 ♂4♀仔5 ♂1 不2
12月20日 不1 ♀仔3不2 ♀仔7不5 カメラメンテ ♀仔3不2 ♂3 ♂5♀仔9不3 ♂8♀仔17不18♂4♀仔3不10 ♂1不2 ♂4♀仔2不1 不1
12月21日 ♂1♀仔2不1・キツネ1 不1 不1 不1 ♀仔3不1 カメラメンテ ♀仔1不1 ♂1♀仔3不4 不2 ♂2♀仔5不5 ♂1♀仔10不2 ♂1不1 ♀仔2
12月22日 ♀仔2不1 ♀仔4不1 ♀仔8不7 ♀仔3不10 ♀仔2不4 ♀仔5不2 ♀仔6不6 ♂2♀仔2不1 ♀仔5不2 ♂1不3・キツネ1 不1
12月23日 ♂2 ♀仔1 不3 不1 ♀仔2不1 ♀仔3不1 ♀仔1不1 ♀仔2 不1 キツネ1
12月24日 ♀仔1不2・キツネ1 ♂1 キツネ1 不1 不1
12月25日 キツネ1 キツネ1 ♀仔1 カメラメンテ ♂1♀仔1不1・キツネ1 不1 ♂1♀仔1不4 ♀仔3不1 ♀仔2不2・キツ♂6♀仔4不2
12月26日 ♂4 ♂1♀仔34不14♀仔2 ♀仔3 ♂3 ♂3 ♂1 カメラメンテ ♀仔1・エサ ♂1 ♂5♀仔4不1 ♂8♀仔6不2 ♂11♀仔8不5 ♂2♀仔2不6 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔1 キツネ2
12月27日 ♀仔4 カメラメンテ ♀仔1 キツネ1 ♀仔4不1 ♂2♀仔1 ♂5・キツネ1 ♀仔1 ♀仔2不1 キツネ1 タヌキ2 ♀仔5
12月28日 ♂1♀仔6不5 ♂1♀仔3不3 キツネ1 ♂1 ♀仔1 キツネ2 カメラメンテ キツネ3 キツネ1 ♂2不1 ♀仔19不10 ♂2♀仔10不9 ♀仔12不9 タヌキ1・キツネキツネ3 タヌキ2 タヌキ2・キツネ1
12月29日 不1 ♀仔1 ♂1・キツネ1 ♀仔8不5 ♀仔1 不1・キツネ1 タヌキ2 ♀仔1・タヌキ2 ♂1♀仔1不1 ♂1♀仔8不2
12月30日 ♂4♀仔3不2 ♀仔4不3 ♀仔1・キツネ1♀仔3不3 ♀仔3不3 ♂4♀仔12不6 ♀仔1 不1 ♀仔1 ♂4♀仔7不1 ♂3 ♀仔1不4 ♀仔1不3 ♀仔1 ♀仔1
12月31日 ♂1♀仔3 ♂2♀仔5不1 ♂3♀仔5不2 ♀仔1 ♀仔2 ♂2♀仔7不2 ♀仔2 ♂1♀仔7 ♀仔1 ♀仔1
1月1日 ♀仔2 ♂1 ♀仔3不1 ♀仔1 ♂2♀仔3不1 ♀仔3不2 ♂1♀仔1不1 ♀仔3 ♂1♀仔1 ♀仔1 ♂1 不1 ♀仔3
1月2日 ♀仔2不1 ♀仔2 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔3 ♂1♀仔1 ♂1♀仔1 ♂1♀仔1 エサ ♀仔14不11 ♂1♀仔3不1 ♀仔4不3 ♂2 ♂1 ♂2不1 ♂1 ♀仔1不2
1月3日 不3 ♀仔1 ♂1 ♂2 不1 ♂1♀仔1不2 ♂1♀仔2 ♀仔4不5 不1 ♀仔4不3 ♀仔2不3
1月4日 ♀仔2不3 不1 ♂1 ♂1♀仔3不4 不1 不1 ♀仔3 ♀仔1 ♀仔1不1 ♀仔2 ♀仔2 ♀仔8不3 ♀仔5不5 ♀仔1不3 ♀仔4 ♀仔8不3 不4 ♀仔1
1月5日 ♀仔1不2 ♂1 ♀仔1 ♀仔2不1 ♂1♀仔5不2 ♂2♀仔3不5 エサ ♂1♀仔2不1 ♀仔2不3 不2 ♀仔1 不1 不1 ♀仔1不3
1月6日 不2 不1 不1 ♀仔4不1 不2 ♀仔4不1 ♀仔3不2 ♀仔2
1月7日 ♀仔1 ♀仔1 ♂1♀仔2不1 ♀仔4不1 不1・カメラメンテ♀仔13不6 ♂11♀仔38不2♂1♀仔14不1 ♂1♀仔4不1 ♀仔4 ♀仔7不1 ♀仔9不1
1月8日 ♀仔6不3 ♀仔4 ♀仔19不5 ♀仔15不10 ♀仔11不1 ♂2♀仔1 カメラメンテ ♀仔10不1 ♀仔4不2 ♀仔2 ♂1♀仔12不1 ♀仔7不4 ♂2♀仔7 ♂1不1 ♀仔3不1 ♀仔2 ♀仔2不1 ♂1♀仔1不1
1月9日 ♀仔3不1 カメラメンテ ♂1♀仔14不5 ♂12♀仔2不2 ♂1♀仔5不3 ♂1♀仔11不2 ♀仔12不3 ♀仔1 ♀仔5 ♀仔2・キツネ1♀仔2・キツネ1♀仔4不1 ♀仔1
1月10日 ♀仔3 ♂5♀仔3不2 ♂1♀仔1不1 ♀仔1 ♀仔1不1・カメラ♀仔3不1 ♀仔10不1 ♂1♀仔6不3 ♀仔8不3 ♂1♀仔5不1・タ♂1♀仔4不2 ♀仔1 ♀仔1不1 ♀仔2 ♂1♀仔3不2
1月11日 ♂1♀仔2 ♂1不1 カメラメンテ ♀仔6 ♂1♀仔14不9 ♀仔11 ♀仔4不1 ♂5♀仔5 ♀仔8不9 ♀仔3不1 ♀仔2不1 ♀仔1不1
1月12日 ♀仔1 ♂2 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔2 ♂1♀仔2 ♂1♀仔3 ♀仔3
1月13日 ♀仔1 不1 ♀仔1 ♀仔3不2 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔3不1 ♀仔5不1 ♂1♀仔1不1 ♀仔5不2 ♂1♀仔2不3 ♀仔7不4 不1 ♀仔1不1
1月14日 ♀仔1 ♀仔1 ♂1♀仔2 ♂2♀仔2不1 ♀仔2不1 カメラメンテ・♀♂5♀仔9不6 ♂6♀仔13不5 ♂3♀仔15不8 ♀仔1・キツネ2 ♀仔1不1 ♀仔2 ♂1♀仔2
1月15日 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔1 エサ・ カメラメンテ・♂♂2♀仔5不2 ♀仔15不8 ♀仔2不1 ♀仔2 ♀仔4不1・キツ♀仔3 ♀仔5不4 ♀仔3
1月16日 不1 ♀仔2不2 ♀仔1 ♀仔2不1 ♀仔6不3 ♀仔6不2 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔1・カメラメ♂2♀仔15不1 ♂1♀仔6 ♀仔24不9 ♂1♀仔12不2 ♂2♀仔9不4 ♀仔8不3
1月17日 ♂1♀仔1不1 ♂2♀仔3不1 不1 ♂2♀仔2 ♀仔2 ♀仔1 ♀仔5不1 ♀仔1不1 ♀仔2 カメラメンテ・♂♂5♀仔10不1 ♀仔11不4 ♀仔4不1 ♀仔3不2 ♂3♀仔4不2 ♂1♀仔2
1月18日 ♂1♀仔1不1 ♀仔6不4 ♀仔3不1 ♂1♀仔1不2 ♂2♀仔3不2 ♂1 カメラメンテ キツネ1 ♂2♀仔4 ♂4♀仔2不1 ♂3♀仔8不3 ♀仔1 ♂2♀仔2不2 ♂1 ♂1♀仔1 ♀仔1不2 ♀仔1・キツネ1
1月19日 ♂1♀仔2 ♀仔5 ♀仔5不1 ♂1♀仔1 ♀仔1 ♂1 ♂1 ♀仔1不1 ♀仔1不1 ♀仔1 ♀仔4 ♂2♀仔5不1 ♂2♀仔6不1 ♂1♀仔2不2 ♀仔4不2 ♀仔6不3 ♀仔3不1 ♂1 不1 ♂2 ♀仔5不3
1月20日 ♂2 ♂1 ♂1♀仔1不1 不1 ♂１不1 ♂1♀仔1不2 ♂1♀仔1不3 ♂1 ♀仔2不1 ♀仔3 ♂1 ♀仔1
1月21日 不1 ♀仔2 ♀仔1 ♂1 ♀仔3不1 カメラメンテ
1月22日
1月23日
1月24日
1月25日
1月26日
1月27日
1月28日
1月29日
1月30日
1月31日



平成24年度　囲いワナを利用したエゾシカ捕獲事業　自動撮影装置記録

№ 5 カテゴリ　オス成獣：♂、メス仔：♀仔、不明：不 H24  囲いワナを利用したエゾシカ捕獲事業　自動撮影装置記録

日付 0時 1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時
11月27日 カメラメンテ
11月28日 カメラメンテ
11月29日 ♀仔2 ♀仔2 ♀仔2 ♀仔2 ♀仔2
11月30日 ♀仔2 ♂1♀仔4 ♀仔4 ♀仔4 ♀仔1不1
12月1日 ♂1♀仔2 ♂1♀仔2 ♀仔1不1 ♀仔2 ♀仔4 ♂1♀仔3 ♂1♀仔4 ♀仔2不2 ♀仔3 ♀仔3
12月2日 ♀仔2 ♀仔1 ♀仔2 ♀仔4不2 ♀仔3 ♀仔2
12月3日 ♂1 不1 カメラメンテ ♀仔2 ♀仔2 ♀仔5 ♀仔5 ♂2 ♂1
12月4日 ♂1♀仔2 ♂1 ♂1♀仔1 ♀仔1 ♂1♀仔1 ♂1 ♂1 カメラメンテ ♀仔2 ♀仔2 ♀仔1 ♀仔2 ♀仔4 ♂1
12月5日 ♂1♀仔1 ♀仔3 ♀仔2 ♂1 カメラメンテ ♀仔2 ♀仔2 ♀仔2 ♀仔1不1 ♂1♀仔2 ♂1 ♂1 ♀仔2 ♀仔2不2
12月6日 ♂1 ♂1 カメラメンテ ♂1♀仔2 ♂1 ♂1♀仔2 ♂1 ♂1 ♀仔1 ♀仔1
12月7日 ♀仔1 ♂1 ♂1 ♂1 ♂1 ♀仔1 カメラメンテ ♀仔3 ♀仔3
12月8日 ♂1♀仔2 ♂1 ♀仔1 ♀仔2不2 ♂1 ♂1♀仔2 不1 ♀仔2 ♀仔3不1 ♂1♀仔1 ♀仔3 ♀仔2 ♂1♀仔2 ♂1♀仔1 ♂1不1 ♀仔3
12月9日 ♀仔2 ♀仔2 ♀仔2不1 ♀仔2 ♀仔2 ♀仔1 ♀仔1 ♂1 ♂1 ♀仔1 ♂1
12月10日
12月11日 ♀仔3 ♂1♀仔3 カメラメンテ ♀仔1 ♀仔1
12月12日 ♀仔1 ♀仔1 カメラメンテ ♂2
12月13日 ♀仔2 ♀仔1 ♀仔2 カメラメンテ ♀仔5 ♂2♀仔2 ♀仔5不1 ♀仔11不2 ♀仔2 ♀仔4不1 ♀仔6 ♀仔8不1
12月14日 ♀仔8不2 ♀仔10不2 ♀仔11不1 ♀仔8 ♀仔4 ♀仔6 ♀仔11不2 ♀仔3不1 ♀仔1・カメラメンテ
12月15日 データナシ
12月16日 データナシ
12月17日 ♀仔1・カメラメ♂1♀仔2不1 ♀仔1不1 ♀仔3不1 ♂1♀仔2 ♀仔5 不1・タヌキ1 ♀仔3不1 ♂2不1
12月18日 ♀仔2 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔5不3カメラ♀仔9不1 ♀仔6 ♀仔5不1 ♀仔6 ♀仔10不2
12月19日 ♀仔3 ♀仔1 ♀仔1 カメラメンテ ♀仔6不1 ♂5 ♀仔7不1 ♀仔11不4 ♀仔4不3 ♀仔9不1 ♀仔3
12月20日 ♀仔5 ♂1♀仔2不1 ♂2♀仔6不1 ♂8 ♂4♀仔1不2 カメラメンテ ♀仔4不1 ♂13♀仔11不6♂14♀仔7不15♂3♀仔19不4 ♀仔8 ♀仔2 ♂22不2 ♂3♀仔6不2 ♀仔2 ♀仔2不1 ♀仔5
12月21日 ♀仔10不1・キツ♂1♀仔6不4・キ♀仔18不10 ♀仔7不3 ♂1♀仔5不3 ♀仔1不2 ♀仔2不1 カメラメンテ ♂10♀仔7不8 ♂1♀仔11不5 ♂4♀仔14不7 ♂1♀仔6不3 ♂3♀仔15不7 ♂1♀仔7不2 ♀仔1不1 ♀仔5不9 ♀仔1 ♀仔1・キツネ1
12月22日 ♀仔1・キツネ1♀仔6 ♀仔8不1 ♀仔8不3 ♀仔5不2 ♀仔3 ♀仔1 ♀仔9不3 ♂3♀仔1不1 ♀仔3不1 ♀仔15不4 ♂1♀仔2不1 ♀仔6不1 ♂2♀仔9不7 ♂3♀仔8不3 ♀仔4不1 ♀仔3不2 ♂2 ♂1不1 ♂5♀仔3
12月23日 ♂3♀仔16不2 ♀仔2 ♂1 ♂1 キツネ1 ♂1♀仔10不8 ♀仔1不2・キツネ1 キツネ1 ♀仔7不3 ♀仔2 ♀仔6不1 ♀仔1不1 ♀仔3 キツネ1 キツネ1 ♀仔8
12月24日 ♀仔1・キツネ2 不2 ♀仔2 ♀仔1不1 ♀仔12不3 ♀仔3不2 ♀仔1 ♂1♀仔1 ♀仔2不1 ♀仔3不1 キツネ3 キツネ1 キツネ1 キツネ1 不1
12月25日 キツネ1 キツネ1 ♀仔2・キツネ1♀仔1 キツネ1 キツネ1 カメラメンテ ♀仔4不2 ♂8♀仔15不10 ♀仔9不1・キツ♀仔1・キツネ2♀仔1不2・キツ♂3 ♀仔1
12月26日 キツネ1 ♀仔3・キツネ2 不1 ♀仔2 ♀仔1不2 カメラメンテ キツネ1 ♀仔2・エサ ♀仔5不1 ♀仔6不1 ♂8♀仔2 ♂7♀仔8不2 ♀仔3 キツネ2 キツネ1 ♀仔3不2・キツ♂6♀仔2不4 ♂1♀仔16不7
12月27日 ♀仔1 ♂6 ♀仔1不2 ♂3♀仔8不14 カメラメンテ キツネ1 キツネ1 キツネ1 ♀仔7 ♂2♀仔16不4 ♂1♀仔14不8 ♂1♀仔8不1 ♀仔5不1 ♂2♀仔6不2 ♂1 キツネ1 ♀仔7不2・キツ
12月28日 ♀仔3不1 ♀仔2 ♂2♀仔1 ♂1♀仔7・キツネ2 ♂1♀仔4不4 ♀仔3 キツネ1・カメラキツネ3 キツネ3 ♀仔7不2 ♂1♀仔16不9 ♂3♀仔6不2 ♀仔5不1・キツネ1 キツネ1 キツネ1 キツネ1 キツネ1 キツネ1 キツネ3 キツネ2
12月29日 不1 ♀仔3不1 ♂1♀仔2 キツネ1 ♀仔3・キツネ1♀仔4 ♀仔2不2・キツ♀仔10不6・キツ♀仔7不2・キツ♀仔6不2 ♂2不1 ♀仔1・キツネ1キツネ2 ♀仔4・キツネ1♀仔7 ♀仔4不9
12月30日 ♀仔6不10 ♀仔31不8 ♀仔33不16 ♀仔14不9 ♀仔7不3・キツ♀仔8不10 ♂4♀仔12不11 エサ ♀仔4 ♀仔3不1 ♀仔8 ♀仔7不3 ♂1♀仔5不3 ♀仔5不2 ♀仔1・キツネ1♀仔8不4 ♀仔3不4 ♂3 ♂1♀仔6不1 ♀仔7不2
12月31日 ♀仔3不3 ♀仔5不2・キツネ2 ♀仔2 ♀仔2 ♀仔1 ♂1♀仔2 ♀仔4不1 ♂1♀仔3 ♀仔2
1月1日 ♀仔1不1・タヌキ1 ♂1♀仔2 不1 ♂1 ♀仔2 ♂1♀仔3 ♀仔1 ♂1♀仔2 ♀仔1 ♀仔6不4 ♂5 ♂5 ♂1 ♀仔1 ♀仔1
1月2日 ♀仔1 不1 ♂2 ♂1♀仔3 ♀仔4 ♂1♀仔1 ♀仔1 ♂1 ♂2♀仔2不2 ♂1♀仔1 不1
1月3日 ♀仔1不1 ♂1 ♀仔1 ♂1♀仔3 ♂1♀仔2不1 ♀仔1 ♀仔3 ♀仔2不1 ♀仔2 キツネ2 ♀仔2・キツネ1
1月4日 ♂1 ♀仔3不1 ♀仔1不1 ♂１不1 ♀仔1 ♀仔1 不1 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔3不2 ♀仔1 キツネ1 ♂1・キツネ1 キツネ1
1月5日 ♀仔2 ♀仔3不1 不1 ♂1 不1 ♀仔2 ♀仔1不2 ♀仔3不2 ♀仔3不4 ♂1♀仔2 ♀仔4不1 ♂1♀仔3 ♀仔1不1 ♂1♀仔1不1 ♀仔2 ♀仔1 ♀仔1
1月6日 不1 ♀仔2 ♀仔1 ♂2 ♂1 ♀仔1 ♀仔2 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔1 ♂3不1 ♀仔1不1 ♀仔1 ♀仔2 ♀仔1
1月7日 ♀仔1 ♀仔2 ♂3 ♂3♀仔5 カメラメンテ ♂2不1 ♂5♀仔14不1 ♂3♀仔6不4・キツネ1 ♀仔5不2 不1
1月8日 ♀仔2不1 ♀仔2不4 ♀仔7 ♂2♀仔3 ♂1♀仔6 カメラメンテ ♀仔1 ♂1♀仔6不1 ♂1♀仔5不2 ♂1・タヌキ1 ♀仔1不2 ♂1 不1
1月9日 ♀仔1 カメラメンテ ♂4♀仔6 ♂12♀仔5不4 ♂3♀仔2不1 ♀仔5 ♀仔3不5 ♂1♀仔5不1 ♀仔2 ♂2 ♀仔2・キツネ1♀仔1 ♂1 ♂2
1月10日 ♀仔3 ♀仔2 ♀仔1不1 ♂1♀仔2・カメラメンテ ♀仔10不1 ♂2♀仔2不1 ♀仔9不3 ♂1♀仔9不6・タ♂4♀仔3不1 ♀仔1・タヌキ3 ♀仔3 ♂5 ♂7♀仔2不1 ♂7♀仔1不1
1月11日 ♀仔1 カメラメンテ ♀仔8 ♂5♀仔17不3 ♀仔9 ♀仔9不1 ♀仔4 ♀仔1 ♀仔2 不1 ♀仔1
1月12日 ♀仔1 ♂3♀仔1不1 ♀仔2 ♂1 ♀仔1 ♂1 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔4不3 ♂1♀仔2 ♀仔1 ♀仔2 ♀仔1不1
1月13日 ♀仔2不3 ♀仔1 ♂1 ♀仔3不2 ♀仔3不2 ♂1 ♀仔4不3 ♀仔8不2 ♀仔1 ♂1不1 ♀仔1 ♂2♀仔4 ♂1 ♀仔2不3 ♀仔1 ♂4 ♂2♀仔1 ♂6 ♂1♀仔2不1 ♀仔1
1月14日 不1 キツネ1 キツネ1 キツネ1 ♀仔3 ♂1 ♂1♀仔1 ♂3♀仔2不2 ♀仔2 ♀仔3 カメラメンテ・♀♂2♀仔5 ♂2♀仔17不6 ♂5♀仔9不5 ♀仔7不4 キツネ1 キツネ1 ♂4♀仔1 ♀仔7不3 ♀仔6 ♀仔13不3
1月15日 ♂1 ♂6♀仔9不1 ♂1♀仔13不6 ♂1♀仔9不2 ♂4♀仔4不2 ♂4♀仔6不1 ♂1不1 ♂2♀仔2不6 ♂10♀仔7不3 エサ・♂2♀仔8♀仔4 カメラメンテ ♂3♀仔13不6 ♂5♀仔22不14♀仔2不2 ♀仔1不1 ♀仔17不4 ♀仔6
1月16日 ♀仔9不5 ♀仔7不3 ♀仔18不21 ♂5♀仔10不1 ♀仔2 ♀仔1 ♀仔3 ♀仔2 ♀仔12 ♂5♀仔5不3 ♂1♀仔1・カメラ♀仔12不8 ♂5♀仔11不5 ♂4♀仔17不7 ♀仔10不2 ♂2♀仔2不6 ♂10♀仔3不6
1月17日 ♂3♀仔17不7 ♀仔10不1 ♂5♀仔10不5 ♂2♀仔4不6 ♂5♀仔2 ♀仔5 ♀仔1 ♀仔4不5 ♂1♀仔85不3 ♀仔5不1 カメラメンテ・♀♂3♀仔9不8 ♂3♀仔7不4 ♂2♀仔2不1 ♀仔1 キツネ1 ♀仔2 ♂1♀仔3
1月18日 ♂3♀仔1不4 ♂3♀仔6不9 ♀仔11不4 ♀仔2 ♂3♀仔1 ♂2♀仔1不1 カメラメンテ ｾｯﾄﾐｽﾃﾞｰﾀﾅｼ
1月19日 ｾｯﾄﾐｽﾃﾞｰﾀﾅｼ
1月20日 ｾｯﾄﾐｽﾃﾞｰﾀﾅｼ
1月21日 ｾｯﾄﾐｽﾃﾞｰﾀﾅｼ
1月22日
1月23日
1月24日
1月25日
1月26日
1月27日
1月28日
1月29日
1月30日
1月31日



平成24年度　囲いワナを利用したエゾシカ捕獲事業　自動撮影装置記録

№ 7 カテゴリ　オス成獣：♂、メス仔：♀仔、不明：不 H24  囲いワナを利用したエゾシカ捕獲事業　自動撮影装置記録

日付 0時 1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時
11月27日 カメラメンテ ♀仔5 ♂1 ♀仔5 不1 ♀仔4
11月28日 ♂1♀仔5 ♂2 ♀仔2 ♂1♀仔1 ♀仔2 カメラメンテ ♂1♀仔3 ♀仔1 ♀仔2
11月29日 ♀仔2
11月30日 不1
12月1日 ♀仔5 ♀仔3
12月2日 ♀仔2 ♂1♀仔3 ♂1 ♀仔3
12月3日 ♀仔4不1 ♀仔3 ♀仔4不1 ♀仔1 ♂1 カメラメンテ ♂1 ♂1 ♂1 ♀仔1不1 ♀仔4 ♀仔3
12月4日 ♀仔5 ♀仔4 ♀仔3 ♀仔3 ♀仔3 カメラメンテ ♂1♀仔2 ♂1♀仔1 ♀仔1不1 ♀仔3
12月5日 ♂1 カメラメンテ ♀仔2不1 ♂1♀仔2 ♂1♀仔2 ♂1♀仔2 ♂2♀仔6 ♀仔2
12月6日 ♂1 カメラメンテ ♀仔7 ♀仔3 ♂1♀仔2 ♂1不1 ♀仔5不1
12月7日 ♂1 ♂1♀仔1不1 ♂1 ♀仔2 ♀仔2 ♂1♀仔2不1 ♀仔3 カメラメンテ 不1 ♂1 ♂1不1 ♂1不1 ♀仔2 ♀仔5不1 ♂1 ♂1 ♀仔1
12月8日 ♀仔1不1 ♀仔1 ♀仔1 ♂1♀仔3 ♀仔2
12月9日
12月10日
12月11日 ♀仔1 ♀仔3不1 カメラメンテ ♂1♀仔5 ♀仔2
12月12日 ♀仔1 ♂1 カメラメンテ ♀仔5 ♂3♀仔2
12月13日 ♀仔1 ♂2 不1 カメラメンテ ♂2 ♂1 ♂4不1 ♀仔1 ♂1不1 ♂1 ♂1
12月14日 ♂1 ♂1 ♂2♀仔1不2 カメラメンテ ♂6♀仔5不3 ♂1 ♂6 ♂1 ♂1 ♂2♀仔4不1 ♂1 ♂6不1 ♂1 ♂3♀仔1不1 ♂1
12月15日 ♂3 ♂1 ♂5 ♂1 ♂5 ♂1 ♂6 ♂5 ♂3 ♂1♀仔2不1 ♂2♀仔4 ♂6♀仔1不2 ♂4不1 ♂3♀仔4不3 ♀仔3不1 ♂1 ♂5♀仔3不1 ♂6♀仔16不4 ♂4♀仔6不7
12月16日 ♂1♀仔4不4 ♂6 ♂7♀仔3不3 ♂4 ♂9不2 ♂7不1 ♂7不1 ♂9不2 ♂3 ♂4 ♂10不2 ♂2不5 ♂7♀仔2不1 ♂7♀仔1不5 ♂3 ♂2♀仔4不2 ♂1 ♂1 ♂2 ♂1不1
12月17日 ♀仔3 ♂1 ♂1♀仔1 ♂8不2 ♂1 カメラメンテ・♂♂1♀仔2 ♀仔2不3
12月18日 ♀仔1不3 カメラメンテ ♂6 ♂2 ♂3♀仔1 ♂3♀仔2 ♂1♀仔4不4 ♂4♀仔1不1 ♂5 ♂6 ♂4♀仔1
12月19日 ♂1♀仔10不15♂9不4 ♂5不2 ♂8不1 ♂6♀仔1不2 カメラメンテ ♂6不2 ♂6♀仔2不5 ♂3♀仔1不2 ♂2不1 ♂1不1 ♂1♀仔2 ♂3♀仔4不2 ♂1♀仔3不8 ♀仔1 不1 ♂2♀仔1不2 ♂1 ♀仔1不1
12月20日 ♂2 ♂1♀仔6 不1 ♀仔4 カメラメンテ ♀仔7不2 ♂2
12月21日 ♂1 ♂3 カメラメンテ・♀仔1 ♂1不3 ♂2不2 ♂1 ♀仔1不1 ♀仔5不2 ♂2 ♂2
12月22日 不1 ♂6不2 ♂7 ♂2♀仔1 ♂1 ♂1 ♂3♀仔1 ♂8♀仔6不6 ♂6♀仔6不4 ♀仔3不2 ♂6♀仔7不2 ♂1♀仔2不2 ♀仔5不1 ♀仔2不1 ♂2 不2 不1
12月23日 ♂3不1 ♂1 ♂3 ♂1 ♂1♀仔2 ♂3♀仔3 ♂3♀仔2 不1 ♀仔6不1 ♀仔4 ♀仔1 ♀仔1
12月24日 キツネ2 ♀仔1不1
12月25日 ♀仔1不1 カメラメンテ ♀仔1 ♀仔1
12月26日 不1 ♀仔1不2 カメラメンテ エサ ♀仔7 ♀仔17 ♀仔3不2 キツネ1
12月27日 ♀仔2 カメラメンテ ♀仔2不2 ♀仔10不4 ♂6♀仔18不7 ♂7♀仔25不12♀仔6不2 ♀仔9不8 不1 ♀仔2 ♂2♀仔4
12月28日 ♂4♀仔7不7 ♂1♀仔5不3 ♀仔9不3 ♂1 ♂2 ♂2不1 カメラメンテ ♂4不1 ♂2♀仔1不1 ♂6♀仔13不4 ♂12♀仔17不4♂9♀仔11不9 ♂8♀仔5 ♂6不1 ♂5♀仔2不1 ♂5♀仔2 ♂3♀仔3 ♂2♀仔2 ♀仔4
12月29日 ♂4♀仔2不3 ♂3♀仔4不1 ♂1 ♀仔2 ♀仔2不1 ♂6♀仔1 ♂5不2 ♂1♀仔1 ♂8♀仔6不2 ♂4♀仔10不3 ♀仔1 ♂3♀仔2不1 ♂1 ♂1不1 ♂1 ♂6♀仔12不5 ♂10♀仔11不3
12月30日 ♂1♀仔2不1 ♂3 ♂6♀仔2 ♂4♀仔3不3 ♂5不2 ♂1 ♂2
12月31日 ♀仔1 ♀仔2 ♀仔13不6 ♂1 ♀仔1 ♂1 不1
1月1日 ♂1 ♂1 ♀仔4 ♂2♀仔1不1 ♂2 ♀仔1 ♂1♀仔2 ♀仔11不7 ♂3♀仔3 ♂6♀仔4不3 ♂4♀仔6不3 ♂2♀仔1不1 ♂6♀仔1不2 不1 ♀仔1不1 ♂1 ♂1
1月2日 不2 不4 ♂2 ♀仔1 ♂1♀仔3 ♂5♀仔1不3 ♀仔3 ♀仔1 ♂1♀仔1不2 ♂1
1月3日 ♂1 不1 ♂1
1月4日 キツネ1 ♂1 ♂1♀仔1 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔1 ♂1 ♀仔1 ♂1
1月5日 ♀仔1 ♀仔1 ♂1♀仔1 ♂1 ♂1 ♀仔3不1 ♀仔1
1月6日 ♀仔1 不1 ♂1
1月7日 ♂1 ♂1 ♂2 カメラメンテ ♂8 ♂8♀仔1不3 ♀仔7不2 不1 ♂1不1 ♂2 ♂1 ♂3
1月8日 ♂1 カメラメンテ ♂3 ♂2♀仔3 ♂4♀仔2 ♂9♀仔11不5 ♂13♀仔17不9♂7♀仔7不4 ♂1♀仔2不1 不4 ♀仔1 ♂1♀仔2不4 ♂3♀仔2不1
1月9日 ♂１♀仔1 ♂1 ♀仔1 カメラメンテ ♀仔1 ♀仔3不1 ♂2 ♀仔1 ♂3♀仔10不2 ♀仔11不6 ♂1不1 ♀仔1不1
1月10日 ♂2 ♂１♀仔2 不1 ♂3 ♀仔4 ♀仔1 ♂3♀仔1 ♀仔2 カメラメンテ ♀仔1 ♂1♀仔7不3 ♂1♀仔4 ♂3♀仔4不1 ♂4♀仔6不1 ♂1♀仔2 ♂2♀仔2不3 ♀仔2不2 ♂1不1 ♂1♀仔3 ♂2
1月11日 ♂１♀仔3 ♀仔10不1・カメ♀仔5不2 ♂1 ♂1♀仔1 ♀仔3 ♂1♀仔7不1 ♀仔18不5 ♂3♀仔8不2 ♂1 ♂4
1月12日 ♂2♀仔7不2 ♂1♀仔4不1 ♂1♀仔3不1 ♂2 ♀仔1 ♂4♀仔3不3 ♂1♀仔1 ♀仔1 ♂1 ♀仔1 ♀仔1不2 ♀仔3 ♀仔6
1月13日 ♂2 ♂1♀仔1不1 ♂1♀仔1不1 ♀仔2 ♂1♀仔2不1 ♀仔5不1 ♂1♀仔1不1 ♀仔10不2 ♂1 ♂2♀仔7不1 ♂4♀仔4不6 ♂1♀仔2不1 ♀仔1 ♂1不1 ♀仔2 ♂1 ♀仔3不1 ♀仔1 ♀仔2
1月14日 ♀仔1 ♂1 ♂1不2 ♂1 ♂1♀仔2 ♂2 ♀仔1 ♀仔3 不1・カメラメンテ ♂5♀仔3不1 ♂1♀仔14不4 ♀仔5不1 ♀仔1不1
1月15日 ♀仔2 ♂1 エサ ♂1 ♂1 ♂3・カメラメンテ♂1♀仔17不5 ♂1不1 ♀仔12不4
1月16日 ♀仔1 ♂1 ♀仔1 ♀仔3不1 ♂3 ♂2 ♀仔2 ♂6♀仔4不2 ♀仔2 カメラメンテ ♂4♀仔20不3 ♂14♀仔8不15♂8♀仔2不1 ♂2♀仔2不1 ♂4♀仔2不1 ♀仔2不1
1月17日 ♂3 ♂2・キツネ1 ♂2 ♂2♀仔7不1 ♀仔1 カメラメンテ・♀♂2♀仔4不1 ♀仔2 ♂2♀仔2不1 ♂5♀仔4不2 ♂1♀仔1不1
1月18日 ♂2♀仔1 ♂1♀仔1 ♂6不1 ♂7♀仔2不5 ♂4 ♀仔4不2 カメラメンテ ♀仔1 ♀仔2 ♂7♀仔2不1 ♂7不2 ♂2不3 ♂2♀仔1 ♂1♀仔11不5 ♂1♀仔1不4 ♀仔2 不1
1月19日 不1 不1 ♂1 ♂1♀仔1不1 ♀仔3不2 ♂2♀仔1不2 ♂2不3 ♂1♀仔4不1 不1 ♂3不3 ♂1♀仔2 不1 ♀仔1不1 不1 ♂1不2
1月20日 ♂1♀仔1不2 ♂1不1 ♂1 ♂1 ♂1 不2 ♂1不1 不2 ♂1不2 不1 ♂3不1 ♂1 不2
1月21日 ♂1不1 ♂1 不1 ♂1♀仔1不3 カメラメンテ
1月22日
1月23日
1月24日
1月25日
1月26日
1月27日
1月28日
1月29日
1月30日
1月31日



平成24年度　囲いワナを利用したエゾシカ捕獲事業　自動撮影装置記録

№11 カテゴリ　オス成獣：♂、メス仔：♀仔、不明：不 H24  囲いワナを利用したエゾシカ捕獲事業　自動撮影装置記録

日付 0時 1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時
11月27日
11月28日
11月29日
11月30日
12月1日
12月2日
12月3日
12月4日
12月5日
12月6日
12月7日
12月8日
12月9日
12月10日
12月11日
12月12日
12月13日
12月14日
12月15日
12月16日
12月17日
12月18日
12月19日
12月20日
12月21日
12月22日
12月23日
12月24日
12月25日
12月26日
12月27日
12月28日
12月29日
12月30日
12月31日
1月1日
1月2日
1月3日
1月4日
1月5日
1月6日
1月7日
1月8日
1月9日
1月10日
1月11日
1月12日
1月13日
1月14日
1月15日
1月16日 ①から変更 カメラメンテ 不1
1月17日 不4 不1 ♀仔1 カメラメンテ エサ 不1 ♀仔1不2
1月18日 ♀仔1不1 ♀仔2不1 不2 ♀仔1 カメラメンテ ♀仔1 ♂1♀仔1 ♀仔5不5
1月19日 ♀仔2不1 不2 ♀仔1不3 ♂1 ♀仔1不2 ♂1不1
1月20日
1月21日 カメラメンテ ♂7♀仔7不6 ♂6♀仔3不2 ♂1♀仔2 ♀仔1 ♂2♀仔7不5
1月22日 ♂1♀仔4不1 ♂1♀仔3不1 ♀仔1不1 ♀仔2不2 ♂1♀仔2不2 ♀仔1不2・カメラメンテ ♂2♀仔7不5 ♂1♀仔3不3 ♀仔2不1 ♀仔1不2 ♀仔2不1 ♀仔2 ♀仔1 ♂1♀仔2不1
1月23日 ♂4♀仔2不5 ♀仔1不1 ♂1♀仔1 カメラメンテ ♀仔1 エサ 林野視察 林野視察 ♀仔1 ♀仔6不9 作業 ♂2♀仔1不3 ♂5♀仔8不9 ♂4♀仔5不4 ♀仔1不2 不1 不1 ♀仔2不1 ♂2♀仔2不1
1月24日 ♀仔1 ♀仔1 不1 カメラメンテ ♀仔4不2 ♂2♀仔17不15 ♂2♀仔2不8 ♂7♀仔4不7 ♀仔1不4 ♂2♀仔1不3 ♀仔1不1 ♂1
1月25日 カメラメンテ
1月26日 不明
1月27日 ♂3不2 ♀仔1不1
1月28日 ♂1 ♀仔1 ♀仔1 ワナ設営 ワナ設営 ワナ設営 ワナ設営 ♂1不1 ♂2不2 ♂5♀仔2不4 ♂1不1 ♀仔1 ♂1不1
1月29日 ♂2不2 ♀仔1 ♂1不1 ♂1 ♂1 カメラメンテ ♂3 ♂2♀仔2不1 ♂4♀仔5不2 ♂1♀仔1 ♀仔1 ♂1 ♂2♀仔1不1 ♂2 ♂2
1月30日 ♀仔1不2 カメラメンテ ♂5 ♂1♀仔1不3 ♂1♀仔3不2 ♂2♀仔1
1月31日 ♂1 ♂1♀仔2 ♂1 カメラメンテ ♂1 ♂1♀仔2 ♂1♀仔3 ♂2♀仔1 ♂2♀仔6不2 ♂2不2 ♂5♀仔2不4 ♂2♀仔2不3 ♂1♀仔3不2 ♂1♀仔1不1 ♂1不1 ♂1♀仔1 ♂3 ♂2♀仔1不4
2月1日 ♂2不3 ♂1不1 ♀仔1不1 カメラメンテ ♂3 ♂9♀仔8不5 ♂5♀仔8不15 ♂7♀仔4不3 ♂4♀仔3不5 ♂2♀仔1不1 ♂1不1 ♂2不2 ♀仔1 ♂2不5
2月2日 ♂1不2 ♂1不1 ♂1不2 ♂1♀仔5不5 ♂3♀仔2不14 ♂1♀仔2不4 ♂5♀仔3不5 ♂9♀仔1不7 ♀仔3不2 ♂1♀仔1不1 不1 不1
2月3日 ♀仔2不1 ♀仔1不1 ♀仔1不1 ♂2不1 ♀仔2不1 ♀仔1
2月4日 ♂3♀仔4不2 ♀仔5 ♀仔6不2・カメラ♂9♀仔9不9 ♂4♀仔6不6 ♂5♀仔1不4 ♀仔2不1 ♂2不2 ♂2♀仔1不2
2月5日 ♀仔1 カメラメンテ ♀仔2不1 ♀仔2不2 ♀仔3不2 ♂7♀仔5不10 ♂3♀仔1不2 ♂1♀仔3不4 ♂2♀仔6不3 ♀仔1
2月6日 ♀仔1不1 ♀仔4 ♂3不1 ♂1 カメラメンテ ♀仔1不2 ♀仔1・視察 ♂6♀仔2不1 ♂5♀仔5不2 ♂4不3 ♂1♀仔6不6 ♂1♀仔3不3 ♂4 ♂1♀仔2
2月7日 ♂3♀仔2不1 ♂1♀仔1不4 ♂1♀仔1不2 ♂1不1 ♂1 ♂3不1 カメラメンテ ♀仔2 ♂1 ♂2♀仔4不1 ♂10♀仔11不6♂6♀仔7不5 ♂5♀仔5不10 ♂7♀仔6不4 ♀仔4不1 ♀仔1 ♀仔1 ♂2♀仔1不2 ♂2不2 ♂3不1
2月8日 ♂8♀仔4不5 ♂2♀仔6不6 ♂2♀仔4不1 ♂2♀仔1 ♂1 カメラメンテ ♀仔1 ♀仔1不1 ♀仔6 ♂4♀仔7不4 ♂6♀仔6不5 ♂4♀仔7不5 ♂3不1 ♀仔3不1
2月9日 ♂2 ♂1♀仔4不2 ♀仔4不2 ♀仔1不3 ♂3♀仔3不3 ♂2♀仔4不4 ♀仔1不8 ♂6♀仔3不6 ♂4不5 ♂1 ♂1
2月10日 ♂1 ♂2 ♂3♀仔1不1 ♂1♀仔6不3 ♂5♀仔5不5 ♂1♀仔3不4 ♂3不2 ♀仔3不1 ♂1不1 ♂1♀仔1 ♂1
2月11日 ♂1 ♂1 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔1 ♂1♀仔3不2 ♀仔3 カメラメンテ ♂6♀仔6不7 ♂10♀仔5不1 ♂4 ♀仔1 ♂1 ♂1♀仔1不4 ♂3不1
2月12日 ♂3♀仔1 カメラメンテ ♀仔2 ♀仔1 ♂1♀仔8 ♂4♀仔4不4 ♂7♀仔4 ♂5♀仔9不5 ♂6♀仔10不6 ♂4♀仔5不1 ♀仔2不1 ♂1 ♂2不1 ♂3♀仔3不1
2月13日 ♂3♀仔1不4 ♂3♀仔5不4 ♂1 ♀仔2不1 ♀仔2不1 カメラメンテ ♀仔5 ♂1♀仔4不1 ♂1♀仔1不2 ♂6♀仔1不3 ♂2 ♀仔2不1 ♀仔1 ♀仔1 ♂3♀仔1 ♀仔1
2月14日 ♂1♀仔2不1 ♂1 ♀仔2 ♀仔1不1 カメラメンテ ♂1♀仔4不1 ♀仔2 ♀仔4不3 ♀仔2 ♂9♀仔1不2 ♂2♀仔2 ♂4♀仔2 ♀仔1 ♀仔12不1 ♂1♀仔1不1 ♂6♀仔1不1 ♀仔2不1
2月15日 不1 ♀仔1 ♂1 ♂2♀仔1不1 ♀仔3 ♀仔2 カメラメンテ ♀仔4不1 ♀仔6 ♂6♀仔6不3 ♂1♀仔4 ♂3♀仔6不4 ♂1♀仔2 ♂1♀仔3不1 ♂1 ♀仔1 ♀仔1不1 ♂1♀仔3不2 ♂2♀仔2不1
2月16日 ♂2♀仔3不1 ♂1♀仔3不1 ♂2 ♂2不1 ♂1♀仔1不2 ♀仔1 ♀仔4 ♂2♀仔5不2 ♂1 ♂3♀仔1不2 ♂6♀仔3不3 ♂4♀仔4 ♀仔1 ♂1
2月17日 ♀仔1 ♂1 ♂1 ♂2 ♀仔4 ♂1♀仔1 ♂1♀仔1
2月18日 ♂3♀仔7不5 ♀仔2不1 ♀仔2・カメラメンテ ♂10♀仔7不7 ♂4♀仔7不3 ♀仔1不2 不１ ♀仔1 ♂1♀仔1不1



平成24年度　囲いワナを利用したエゾシカ捕獲事業　自動撮影装置記録

№11 カテゴリ　オス成獣：♂、メス仔：♀仔、不明：不 H24  囲いワナを利用したエゾシカ捕獲事業　自動撮影装置記録

日付 0時 1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時
2月19日 ♀仔1 ♀仔1不1 ♀仔1 ♂3♀仔1不1 カメラメンテ ♂3♀仔1不1 ♂4♀仔1不2 ♀仔1不2 ♂1♀仔1不1 ♂3♀仔2不1 ♀仔2 ♂1♀仔5不4 ♀仔1
2月20日 ♂1 ♂2♀仔1不1 ♂5♀仔1不2 カメラメンテ ♀仔5不2 ♀仔6不1 ♂2♀仔3不4 ♂10♀仔5不3 ♂2 ♂1♀仔1 ♀仔1不1 ♂3不1
2月21日 ♂1♀仔7不6 ♂1 ♂1♀仔1 カメラメンテ ♀仔2 ♂1♀仔1 ♀仔2不2 ♂2♀仔3不1 ♀仔2 不3 ♂2♀仔2不2 ♀仔3不4
2月22日 ♂1 ♂2♀仔3不2 ♂3♀仔1不2 ♀仔4 カメラメンテ ♀仔1 ♀仔1 ♀仔2 ♀仔1 ♂1 ♀仔1 ♂2♀仔3不4 ♂2♀仔3不3 ♂2 ♂1♀仔1 ♀仔1 ♂2♀仔2 ♂1♀仔2不4
2月23日 ♂1♀仔4不1 ♀仔4不3 ♂2♀仔2不2 ♀仔1 ♂1♀仔1 ♀仔2 ♀仔1 ♂1♀仔4 ♀仔4 ♂5♀仔6不3 ♂1♀仔4不3 ♂1 ♀仔1 ♀仔1 ♂1♀仔1
2月24日 不3 ♀仔2 ♂1♀仔2不1 ♂1♀仔1 ♂6♀仔3不2 ♂2♀仔1 ♂2 ♂1♀仔5不3 ♀仔3 不１ 不2 ♀仔2不1
2月25日 ♂1 不1 ♂2♀仔4不4 カメラメンテ ♂3不2 ♂2♀仔10不4 ♂2♀仔2不2 ♀仔1不1 ♂1 ♂1♀仔1 ♀仔1不2 ♂1♀仔2不2
2月26日 ♀仔1 ♂1♀仔3 ♀仔1 カメラメンテ ♀仔1不2 ♀仔1不1 ♀仔1不1 ♂4♀仔1不1 ♂6♀仔3不3 ♀仔2不2 ♀仔1 ♂1 ♀仔2
2月27日 ♀仔5不4 ♂1♀仔2不1 ♂1 ♀仔1不1 ♀仔2 カメラメンテ ♀仔1 ♂1 ♀仔1 ♂1 ♂2♀仔1 ♂1♀仔1不1 ♂2♀仔4不3 ♀仔2 ♀仔1 ♂1
2月28日 ♂1不1 ♀仔3 ♀仔2 ♀仔1不1 ♂3 カメラメンテ ♀仔2 ♀仔9不4 ♀仔1 ♀仔1 ♂1
3月1日 ♂1♀仔2不2 ♀仔2 ♀仔1 ♂2♀仔1不1 カメラメンテ ♂2不1 ♀仔1 ♀仔1 ♀仔2不1
3月2日 ♂1♀仔2 ♀仔1不1 ♂1♀仔1不1
3月3日 ♂2不1 ♂2♀仔7不1 ♀仔1 ♂1♀仔2 ♂2不1
3月4日 ♀仔1不2 ♀仔3 ♂1♀仔2 ♂1♀仔3不2 カメラメンテ ♀仔1不1 ♀仔1不2
3月5日 カメラメンテ
3月6日
3月7日

3月8日



平成24年度　囲いワナを利用したエゾシカ捕獲事業　自動撮影装置記録

№12 カテゴリ　オス成獣：♂、メス仔：♀仔、不明：不 H24  囲いワナを利用したエゾシカ捕獲事業　自動撮影装置記録

日付 0時 1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時
11月27日
11月28日
11月29日
11月30日
12月1日
12月2日
12月3日
12月4日
12月5日
12月6日
12月7日
12月8日
12月9日
12月10日
12月11日
12月12日
12月13日
12月14日
12月15日
12月16日
12月17日
12月18日
12月19日
12月20日
12月21日
12月22日
12月23日
12月24日
12月25日
12月26日
12月27日
12月28日
12月29日
12月30日
12月31日
1月1日
1月2日
1月3日
1月4日
1月5日
1月6日
1月7日
1月8日
1月9日
1月10日
1月11日
1月12日
1月13日
1月14日
1月15日
1月16日
1月17日
1月18日 カメラメンテ 新設 ♀仔1 ♂1 ♀仔7不3 ♀仔1 ♀仔6不3 ♂1♀仔7 ♂1♀仔15不7
1月19日 ♂3♀仔14不12♀仔4不2 ♀仔9不2 ♀仔3 ♀仔2 ♀仔1不1 ♂1♀仔6不4 ♀仔9不3 ♂2♀仔2不3 不3 ♂1♀仔2不3 ♀仔1 ♀仔1 ♂2♀仔2
1月20日 ♂2♀仔1 ♀仔1不1 ♀仔1
1月21日 カメラメンテ カメラメンテ ♂5♀仔12不2 ♂1♀仔6不12 ♀仔1不1
1月22日 ♀仔3不5 ♂2♀仔3不2 ♀仔2不2 不1・カメラメンテ ♀仔2不1 ♀仔4不1 ♀仔1不1 ♀仔1不1 ♀仔1不1 ♀仔1不2 ♀仔1不1 ♀仔1不1
1月23日 ♂1♀仔2不2 カメラメンテ ｾｯﾄﾐｽﾃﾞｰﾀﾅｼ
1月24日 ｾｯﾄﾐｽﾃﾞｰﾀﾅｼ カメラメンテ ♂2♀仔14不5 ♂7♀仔21不30♂5♀仔11不9 ♂1 ♂1♀仔4不2 ♂1♀仔1不1 ♀仔3不5 ♀仔7不2
1月25日 ♀仔1不2・キツキツネ1・♂1 ♀仔3 ♀仔1 カメラメンテ ♂1♀仔1不1 ♂1不5 不1
1月26日 不1 不明 不明
1月27日 不明 不明 不明 不明 不明
1月28日 不明 ワナ設営 カメラメンテ ♀仔4不5 ♂1♀仔1不6 ♂6♀仔7不2 ♂2♀仔6不7 不1 ♂2 ♂1
1月29日 ♂5♀仔5不4 ♀仔6不6 ♀仔5不11 ♀仔7不2 ♂1♀仔1 ♂1不1 ♂3 カメラメンテ ｾｯﾄﾐｽﾃﾞｰﾀﾅｼ

1月30日 ｾｯﾄﾐｽﾃﾞｰﾀﾅｼ カメラメンテ・♂♂5♀仔13不7 ♂4♀仔8不6 ♂1♀仔4不4 ♂1♀仔2不1 ♀仔2 ♀仔1不1 ♂1♀仔8不4 ♀仔7不4 ♂2♀仔12不16
1月31日 ♂2♀仔11不1 ♂2♀仔5不7 ♂2♀仔1 ♂2♀仔8不7 ♂1♀仔1不10 カメラメンテ ♀仔1 ♂1♀仔1 ♀仔9不8 ♂4♀仔11不13♀仔10不8 ♂4♀仔4不8 ♂2♀仔4不6 キツネ1 ♀仔1不1 ♂3♀仔3不5 ♂2♀仔2不2 ♂3♀仔3不2
2月1日 ♂1♀仔3不3 ♂1♀仔1 ♀仔3不1 ♀仔1不1 カメラメンテ ♀仔1 ♂6♀仔7不2 ♂6♀仔8不5 ♂5♀仔22不6 ♂3♀仔11不4 ♂7♀仔13不1 ♂3♀仔20不18♂1♀仔10不1 ♂7♀仔4不6 ♂3♀仔2不2 ♀仔5不2 ♀仔3不3 ♂4♀仔12不16
2月2日 ♂6♀仔13不1 ♂4♀仔12不16♂2♀仔11不5 ♂6♀仔10不7 ♀仔2不5 ♂1 ♀仔7不2 ♀仔11不2 ♀仔11不3 ♂1♀仔10不1 ♀仔4 ♂3♀仔1 ♀仔1不3 不1 ♂2 ♂1♀仔7不2 ♂1♀仔1
2月3日 ♀仔1 ♀仔1 ♂1♀仔2 ♂1♀仔1 ♀仔1 ♂1♀仔1
2月4日 ♀仔1 不2 不1・エサ ♀仔6不6・カメラ♂1♀仔9不1 ♂3♀仔13不2 ♂4♀仔5不3 ♂2♀仔17不7 ♀仔11不2 ♀仔2不1 キツネ1・♀仔2♂2♀仔16不4 ♂2♀仔12不6
2月5日 ♀仔17不3 ♂1♀仔2不1 ♀仔3不1 ♀仔3不4 ♂2 ♂2♀仔3 カメラメンテ ♀仔1 ♀仔1不1 ♂2♀仔10不1 ♂4♀仔3不1 ♀仔5不3 ♂5♀仔12不5 ♂2♀仔10不6 キツネ1 ♀仔1不1 ♂2♀仔14不4 ♀仔3不1 ♂4♀仔9不3
2月6日 ♀仔13不6 ♂2♀仔7不5 ♂3♀仔14不6 ♂4♀仔5不1 ♂1♀仔6不2 ♂2♀仔3不1 カメラメンテ ♀仔2 視察 ♂1♀仔7 ♂3♀仔12不1 ♂3♀仔8不1 ♂5♀仔11不7 ♀仔18不9 ♀仔1 ♀仔1不1 ♂1♀仔5不3 ♂1♀仔1 ♂4♀仔3不1 ♂4♀仔3不4
2月7日 ♂1♀仔10不4 ♂7♀仔10不13♂1♀仔2不1 ♂2不1 不1 ♂1不2 ♀仔4不1 カメラメンテ ♀仔2不3 ♀仔2 ♂1♀仔6不1 ♂2♀仔15不5 ♂3♀仔8不1 ♂10♀仔13不 ♂5♀仔12不5 ♂2♀仔22不15♀仔9 ♀仔3 ♂1♀仔1 ♂2♀仔1不1 ♂3♀仔4不2 ♂3♀仔9不6
2月8日 ♂7♀仔10不7 ♂6♀仔15不9 ♂3♀仔17不16♀仔4不1 ♂2不1 ♂6♀仔1不2 ♂1 カメラメンテ ♀仔3 ♂6♀仔5不5 ♂7♀仔5不3 ♂8♀仔10不6 ♂8♀仔15不5 ♂2♀仔16不4 ♂2♀仔14不6 ♀仔3不1 ♂1 ♀仔3不2 ♂1♀仔1
2月9日 ♀仔2 ♂2♀仔16不10♂3♀仔7不2 ♀仔2不1 ♂1♀仔4不2 ♀仔7不5 ♀仔8不4 ♂7♀仔10不5 ♂7♀仔16不14♂8♀仔34不20♂2♀仔32不17♂10♀仔11不7♀仔5不2 ♂3♀仔4 ♀仔1 ♂2 ♂1
2月10日 ♂7♀仔1不1 ♀仔1 ♂1不1 ♀仔3 ♂1♀仔7不1 ♀仔7 ♂2不2 ♂3♀仔3不2 ♂6♀仔10不7 ♂4♀仔9不2 不1 ♀仔1 ♀仔1 ♂1
2月11日 ♀仔1不1 ♀仔1 不1 ♂1不1 ♂2♀仔4 ♂2♀仔5・カメラ♂8♀仔13不5 ♂7♀仔9不10 ♂7♀仔5不1 ♀仔2不1 ♂2♀仔5 ♂5♀仔15不3 ♂3♀仔4不1
2月12日 ♀仔5 ♀仔2 ♀仔2 ♂10♀仔4不1 カメラメンテ ♀仔1 ♂1♀仔2不1 ♂4♀仔3 ♀仔9不2 ♂7♀仔13不4 ♂8♀仔18不12♂3♀仔17不4 ♂4♀仔5不1 ♂1♀仔2 ♂3♀仔1 ♂4♀仔20不3
2月13日 ♂6♀仔26不5 ♂6♀仔8不2 ♂1♀仔2不1 キツネ1 ♀仔3不2 ♀仔5 ♀仔1 カメラメンテ ♀仔8不7 ♂3♀仔1不3 ♀仔6不1 ♂10♀仔6不15♀仔7不6 ♀仔8不7 ♂1♀仔1 ♀仔2不1 ♂3♀仔10不3 ♀仔4不2
2月14日 ♂2♀仔12不4 ♂2♀仔3不2 ♂1♀仔2不1 ♀仔1不1 ♀仔5 カメラメンテ ♀仔1 ♀仔1 ♀仔1 ♂1♀仔1不2 ♂4♀仔3不3 ♂3♀仔5不6 ♂3♀仔7不6 ♀仔1不1 ♀仔2不3 ♂2 ♂1♀仔2不1 ♀仔11不5 ♂5♀仔7不7
2月15日 ♀仔2 ♀仔1 ♂1 ♀仔6不2 ♀仔9不3 ♀仔2 カメラメンテ ♀仔1 ♂2♀仔6不4 ♂1♀仔1不7 ♂1♀仔6不8 ♂1♀仔3不2 ♂1♀仔6不1 ♂1♀仔1 ♀仔2 ♂1♀仔9不6 ♂2♀仔2不2 ♂1♀仔7不2
2月16日 ♂2♀仔6不5 ♀仔11不4 ♂1♀仔1 ♂2 ♀仔8不1 ♂1♀仔3不1 ♂1 ♀仔1 ♀仔4不1 ♂2♀仔3不2 ♂2♀仔2 ♂4♀仔9不3 ♂5♀仔6不8 ♂7♀仔11不12♀仔8不2 ♂2♀仔2不2・キ♀仔4不4 ♂4
2月17日 ♀仔5不2 ♂1♀仔1 ♂1♀仔1 ♂1 ♂5 ♂3 ♂1♀仔1 ♀仔8不1 ♂2 ♂3♀仔5不5 ♂3不1 ♂5不1
2月18日 キツネ1 ♂2 ♂2♀仔4 ♀仔1 不1・カメラメンテ ♂6♀仔22不5 ♂6♀仔16不4 ♀仔3 ♀仔3 ♀仔3不3 ♀仔1 ♀仔1不1 ♀仔1 ♂3♀仔1・キツ



平成24年度　囲いワナを利用したエゾシカ捕獲事業　自動撮影装置記録

№12 カテゴリ　オス成獣：♂、メス仔：♀仔、不明：不 H24  囲いワナを利用したエゾシカ捕獲事業　自動撮影装置記録

日付 0時 1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時
2月19日 ♀仔2 ♀仔2 ♂1♀仔6不2・キ♀仔3 カメラメンテ ♀仔1 ♂1♀仔4不1 ♂1♀仔6 ♀仔2 ♂2♀仔8 ♀仔1不1 ♂1♀仔7不1 ♀仔1
2月20日 ♂1♀仔2不2 ♀仔1不1 ♂2♀仔5 ♀仔3不1 ♂5 ♀仔2不1 カメラメンテ ♀仔2 ♂1♀仔7不1 ♂1♀仔2不2 ♂3♀仔7不2 ♂3・キツネ1 ♂1♀仔5不1 ♂1♀仔6不1 ♂1♀仔5不1
2月21日 ♂5♀仔18不5 キツネ1 ♂2♀仔5 ♀仔1 カメラメンテ ♂3 ♀仔17不1 ♀仔4不1 ♀仔2 ♂1♀仔3不1 ♀仔3
2月22日 ♂1 ♂1♀仔4不1 ♀仔1 ♀仔3 カメラメンテ ♀仔1 ♀仔2 ♂1 ♀仔5 ♂1♀仔5 ♀仔1 ♀仔4 ♀仔1 ♂3♀仔5不2
2月23日 ♂1♀仔4不1 ♂2♀仔5 キツネ1・♂2♀♀仔4不2 ♀仔1 ♀仔2 ♀仔2 ♂1♀仔2 ♀仔4 ♂2♀仔6不1 ♂3♀仔11不5 ♀仔4不2 ♂2♀仔1不1 キツネ1 ♂1♀仔2不4 ♂2♀仔3不1
2月24日 ♀仔8不6 ♀仔6不1 ♂4♀仔9不5 ♀仔2不1 ♂1♀仔2不1 ♂2 ♀仔1 ♂6♀仔7不1 ♂9♀仔25不10♂1♀仔29不14♀仔13不3 ♀仔5不3 ♂2♀仔6不3
2月25日 ♂1♀仔2不2 キツネ1 ♀仔3 ♂4♀仔8不6 カメラメンテ ♀仔1 ♂1♀仔10 ♂1♀仔9不1 ♀仔1 ♂1♀仔10不2 ♂1♀仔5不2
2月26日 ♀仔3 ♀仔4 ♂3♀仔2不3 ♀仔2 カメラメンテ キツネ1 ♀仔2不1 不1 ♀仔4 ♀仔7不3 ♀仔1
2月27日 ♂5♀仔6不4 ♂1♀仔7不3 キツネ1 ♂2♀仔1 ♀仔1 ♀仔2 カメラメンテ ♂2 ♀仔1 ♀仔6 ♀仔1不1 ♂2♀仔2不1 ♀仔3 ♀仔1 ♂1♀仔4不1
2月28日 ♂1♀仔3 ♀仔5 ♀仔4 ♀仔3 ♂2・キツネ1 カメラメンテ ♀仔1 ♂2♀仔8不3 ♀仔2 ♂1♀仔1
3月1日 ♂1♀仔1不1 ♂2♀仔5不1 ♀仔2 ♂1♀仔1不2 カメラメンテ ♀仔1 ♂1♀仔1 ♂1♀仔1 ♀仔3不1 ♀仔6不3 ♀仔3
3月2日 ♂5♀仔2不1 ♂1♀仔1 ♂1♀仔4不1 ♂2 ♀仔3不1 ♂2♀仔1
3月3日 ♂1♀仔2 ♂1♀仔2 ♂9♀仔14不3 ♀仔4 ♀仔9不1 ♂1♀仔3不1 ♂1♀仔3不1
3月4日 ♀仔2 ♀仔2不1 ♀仔9不2 ♀仔6不2 ♀仔2 不1 ♀仔2 カメラメンテ ♂2♀仔3不5
3月5日 カメラメンテ
3月6日
3月7日
3月8日



平成24年度　囲いワナを利用したエゾシカ捕獲事業　自動撮影装置記録

№13 カテゴリ　オス成獣：♂、メス仔：♀仔、不明：不 H24  囲いワナを利用したエゾシカ捕獲事業　自動撮影装置記録

日付 0時 1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時
11月27日
11月28日
11月29日
11月30日
12月1日
12月2日
12月3日
12月4日
12月5日
12月6日
12月7日
12月8日
12月9日
12月10日
12月11日
12月12日
12月13日
12月14日
12月15日
12月16日
12月17日
12月18日
12月19日
12月20日
12月21日
12月22日
12月23日
12月24日
12月25日
12月26日
12月27日
12月28日
12月29日
12月30日
12月31日
1月1日
1月2日
1月3日
1月4日
1月5日
1月6日
1月7日
1月8日
1月9日
1月10日
1月11日
1月12日
1月13日
1月14日
1月15日
1月16日
1月17日
1月18日
1月19日
1月20日
1月21日
1月22日
1月23日
1月24日
1月25日
1月26日
1月27日
1月28日
1月29日
1月30日
1月31日
2月1日
2月2日
2月3日
2月4日
2月5日
2月6日
2月7日
2月8日
2月9日
2月10日
2月11日
2月12日 カメラメンテ ♂1♀仔2 ♂2♀仔5不4 ♂2♀仔2 ♂4♀仔11不3 ♂2♀仔10不5 ♂1♀仔7不5 ♀仔4不4 ♂3♀仔3不2
2月13日 ♂1♀仔7不2 ♂2♀仔6不2 ♀仔1 ♀仔1 カメラメンテ ♂1♀仔3不2・捕獲 ♂4♀仔4不3 ♀仔2 不1
2月14日 ♀仔3 ♂1♀仔1不1 カメラメンテ ♀仔2不2 ♀仔2不2 ♀仔3不1 ♀仔2 ♂2♀仔5不2 ♀仔1不1 ♀仔1不1 ♀仔3 ♀仔2不2
2月15日 ♀仔1 ♀仔9不2 カメラメンテ ♀仔2 ♂3♀仔6不3 ♂1♀仔3不3 ♂2♀仔3不1 ♀仔4不1 ♀仔2 ♀仔1 ♀仔4不2 ♀仔3 不3
2月16日 ♂1♀仔4 ♂1♀仔1不1 ♂1 ♂3♀仔1不1 ♂1 ♂5不2 ♂3 ♂1♀仔3不4 ♀仔2不1
2月17日 ♂1 ♂4 ♀仔1不1 ♂5 ♂2♀仔7不2 ♀仔1 ♀仔3不2 不1 ♂2
2月18日 ♂1 ♂2 ♂4♀仔7不4 ♂1♀仔6 カメラメンテ ♀仔3不9 ♂1 ♀仔2 ♀仔1 キツネ1



平成24年度　囲いワナを利用したエゾシカ捕獲事業　自動撮影装置記録

№13 カテゴリ　オス成獣：♂、メス仔：♀仔、不明：不 H24  囲いワナを利用したエゾシカ捕獲事業　自動撮影装置記録

日付 0時 1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時
2月19日 ♀仔3 ♀仔1 ♀仔2不1 ♀仔2 カメラメンテ ♂1♀仔2不1 ♀仔1不1 ♂1♀仔1 ♂1♀仔3 ♂3♀仔5不2
2月20日 ♂1♀仔2 ♂1♀仔3不1 ♀仔1 ♂5♀仔2 ♂1♀仔1 カメラメンテ ♀仔2不4 ♂2♀仔4 ♂2♀仔4不2 ♂7♀仔5不5 ♀仔2 ♀仔5不2 ♀仔2 ♂1♀仔3
2月21日 ♂5♀仔7不1 ♂1 ♂1 カメラメンテ ♂2♀仔1不1 ♀仔2不2 ♂4♀仔5不2 ♂1♀仔1 ♂1♀仔5不1 ♂1♀仔2不1 ♂1♀仔6不1
2月22日 ♂1♀仔5不1 ♂5♀仔5不1 ♂4♀仔3 ♀仔2 ♀仔1 カメラメンテ ♀仔1 不1 ♀仔1 ♂1 ♂2♀仔7不4 ♂3♀仔14不8 ♂2 ♂1不1 ♂1♀仔5 ♀仔10不2
2月23日 ♀仔4 ♂2♀仔2不1 キツネ2 ♂4♀仔4不4 ♀仔1 ♂1♀仔1 不1 不1 ♂2♀仔1 ♀仔3 ♂6♀仔10 ♂1♀仔11不1 ♀仔1 ♂1 ♀仔1
2月24日 ♀仔2 ♀仔1 ♀仔1不2 ♂3♀仔4 ♂2♀仔1 ♂4♀仔1 ♂3♀仔8不5 ♀仔6不2 ♀仔3 ♀仔1不1 ♀仔4
2月25日 ♂1 キツネ1 ♀仔3 カメラメンテ ♂2♀仔1 ♂3♀仔13不5 ♂2♀仔3 ♀仔2 ♂1♀仔1 ♂1♀仔4不2 ♀仔7不1
2月26日 ♂3♀仔2 カメラメンテ ♂1♀仔2 ♀仔1 ♀仔4 ♂5♀仔7不1 ♀仔5不2 ♂1♀仔2不1 ♂1♀仔1
2月27日 ♂2♀仔3不2 ♂1♀仔6 キツネ1・♂1不♀仔2不1 カメラメンテ ♂1 ♀仔1 ♂1♀仔3不1 ♂1♀仔4不2 ♂2♀仔1不1 ♂4♀仔17不7 ♀仔2不3 ♀仔2・キツネ1♀仔4不1
2月28日 ♂1♀仔1不1 ♀仔1不2 ♀仔1 ♀仔3不1 ♂1 カメラメンテ ♂2♀仔1不1 ♂3♀仔15不5 ♀仔8不2 ♀仔1不1
3月1日 ♂1♀仔6不1 ♂2♀仔6不2 ♂2♀仔4不2 カメラメンテ ♂4 ♂1♀仔2
3月2日 ♂1不2 ♂1不1 ♂3♀仔1 ♂1♀仔1不1
3月3日 ♂2不2 ♀仔1不2 ♀仔10不2 ♀仔3不1 ♂1♀仔4不1 ♂3♀仔2 ♂2♀仔3不2
3月4日 ♂1♀仔1不2 ♀仔4不1 ♂1♀仔2 ♂1不1 カメラメンテ ♂3♀仔4
3月5日 カメラメンテ
3月6日
3月7日
3月8日



 

 

 

 

資料 2 

 

 

作業の状況 



エサによる誘引06

エサによる誘引04

自動撮影装置の設置自動撮影装置の設置

エサによる誘引03

エサによる誘引02エサによる誘引01

エサによる誘引05

作業の状況



囲いワナの設置04

囲いワナの設置06

囲いワナの設置01 囲いワナの設置02

囲いワナの設置05

囲いワナの設置03

作業の状況

エサによる誘引07 エサによる誘引　ワナ内



CCDカメラによる監視02

囲いワナの設置08

作業の状況

囲いワナの設置07

囲いワナの設置09 囲いワナの設置10

CCDカメラによる監視01

捕獲作業01 捕獲作業02



捕獲個体01 捕獲個体02

捕獲作業05 捕獲作業06

作業の状況

捕獲個体03 捕獲個体04

捕獲作業03 捕獲作業04



作業の状況

捕獲個体05 捕獲個体06
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ワナの概要 



メインゲート

立木を使用
囲い込み

区

追い込み区
（象の鼻）

搬送Box

目隠し（2.7m以上）

22m

11m

シカ足跡

水場水場
冬期でも閉鎖
しない水場

シカ囲いワナ概念図
（平成24年度版＠阿寒）

単管



事業名 囲いワナを利用したエゾシカ捕獲事業

委託者 北海道森林管理局

受託者
特定非営利活動法人
　EnVision環境保全事務所

許可証番号 第728号～732号

許可有効期間
平成25年1月11日から
　　　　　　平成25年3月14日まで

実施場所
北海道森林管理局
　根釧西部森林管理署　2082林班



 

 

 

 

資料 4 

 

 

捕獲個体一覧 

（北泉開発株式会社） 



捕獲個体一覧（北泉開発株式会社　養鹿事業部より報告）

阿寒町白水川

№ 捕獲地 識番 雄 雌 歳 体重（kg） 搬入日

1 白水川 En-1 ○ 5 66.5 平成25年1月28日

2 白水川 En-2 ○ 0 27.5 平成25年1月28日

3 白水川 En-3 ○ 1 35.0 平成25年1月28日

4 白水川 En-4 ○ 1 31.5 平成25年1月28日

5 白水川 En-5 ○ 0 26.5 平成25年1月28日

6 白水川 En-6 ○ 0 22.5 平成25年1月28日

7 白水川 En-7 ○ 5 88.5 平成25年1月29日

8 白水川 En-8 ○ 0 30.0 平成25年1月29日

9 白水川 En-9 ○ 5 80.0 平成25年2月12日

10 白水川 En-10 ○ 6 90.0 平成25年2月12日

11 白水川 En-11 ○ 5 74.0 平成25年2月12日

12 白水川 En-12 ○ 4 64.0 平成25年2月12日

13 白水川 En-13 ○ 4 62.0 平成25年2月12日

14 白水川 En-14 ○ 3 56.0 平成25年2月12日

15 白水川 En-15 ○ 3 52.0 平成25年2月12日

16 白水川 En-16 ○ 2 42.0 平成25年2月12日

17 白水川 En-17 ○ 4 61.0 平成25年2月12日

18 白水川 En-18 ○ 0 35.0 平成25年2月12日

19 白水川 En-19 ○ 0 25.0 平成25年2月12日

20 白水川 En-20 ○ 0 30.0 平成25年2月12日

21 白水川 En-21 ○ 4 67.0 平成25年2月19日

22 白水川 En-22 ○ 4 71.0 平成25年2月19日

23 白水川 En-23 ○ 4 60.0 平成25年2月19日

24 白水川 En-24 ○ 4 61.0 平成25年2月19日

25 白水川 En-25 ○ 4 60.0 平成25年2月19日

26 白水川 En-26 ○ 6 80.0 平成25年2月21日

27 白水川 En-27 ○ 7 89.0 平成25年2月21日

28 白水川 En-28 ○ 3 54.5 平成25年2月21日

29 白水川 En-29 ○ 4 60.0 平成25年2月21日

30 白水川 En-30 ○ 4 65.0 平成25年2月21日

31 白水川 En-31 ○ 4 64.0 平成25年2月27日

32 白水川 En-32 ○ 4 71.0 平成25年2月27日

33 白水川 En-33 ○ 3 50.0 平成25年2月27日

34 白水川 En-34

35 白水川 En-35

36 白水川 En-36

37 白水川 En-37

38 白水川 En-38

39 白水川 En-39

40 白水川 En-40



捕獲個体一覧（北泉開発株式会社　養鹿事業部より報告）

阿寒町白水川

№ 捕獲地 識番 雄 雌 歳 体重（kg） 搬入日

41 白水川 En-41

42 白水川 En-42

計 33 16 17

注：年齢査定及び体重計測は、北泉開発㈱により実施したものを転載した。
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検討会の委員名簿 

 

 



検討会の委員名簿

氏名 所属

座長
近藤　誠司

北海道大学北方生物圏フィールド科学センター　センター長

井田　宏之 社団法人　エゾシカ協会　事務局長

稲富　佳洋
地方独立行政法人　北海道立総合研究機構　環境科学研究センター
自然環境部　道東地区野生生物室　研究職員

新井田　利光 財団法人　前田一歩園財団　常務理事

曽我部　喜市 北泉開発株式会社　代表取締役社長

花田　實 北海道猟友会　理事　釧路支部長

委

員




