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Plate of Fossil Specimens from Okinawa 



 



RUMF-GF-05005
リュウキュウムカシキョン，枝角，左

糸満市国吉　大里採石場

RUMF-GF-05007
リュウキュウムカシキョン，枝角，右

糸満市国吉　大里採石場

RUMF-GF-05011
リュウキュウムカシキョン，枝角，左

糸満市国吉　大里採石場

RUMF-GF-05008
リュウキュウムカシキョン，枝角，右

糸満市国吉　大里採石場

RUMF-GF-05006
リュウキュウムカシキョン，枝角，左

糸満市国吉　大里採石場

RUMF-GF-05018
リュウキュウムカシキョン，枝角，右

糸満市国吉　大里採石場
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RUMF-GF-05025
リュウキュウジカ，前頭骨
糸満市国吉　大里採石場

RUMF-GF-05030
リュウキュウジカ，上顎骨，右
糸満市国吉　大里採石場

RUMF-GF-05015
リュウキュウジカ，枝角

糸満市国吉　大里採石場

RUMF-GF-05016
リュウキュウジカ，枝角

糸満市国吉　大里採石場

RUMF-GF-05001
リュウキュウジカ，枝角，左
糸満市国吉　大里採石場

RUMF-GF-05000
リュウキュウジカ，枝角，右
糸満市国吉　大里採石場
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RUMF-GF-05122
リュウキュウムカシキョン，中手骨，左

糸満市国吉　大里採石場

RUMF-GF-05120
リュウキュウジカ，中手骨，左
糸満市国吉　大里採石場

RUMF-GF-05130
リュウキュウジカ，大腿骨，左
糸満市国吉　大里採石場

RUMF-GF-05131
リュウキュウムカシキョン，大腿骨，右

糸満市国吉　大里採石場

RUMF-GF-05202
リュウキュウムカシキョン，角，右　*異常骨

糸満市国吉　大里採石場

RUMF-GF-05148
リュウキュウジカ，中足骨，左　*異常骨

糸満市国吉　大里採石場
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RUMF-GF-05212
リュウキュウジカ，枝角，左

知念村カチャバル

RUMF-GF-05211
リュウキュウジカ，枝角，右

知念村カチャバル

RUMF-GF-05337
リュウキュウジカ，中足骨，右　*異常骨

知念村カチャバル

RUMF-GF-05337
リュウキュウジカ，上顎 第3前臼歯，左

知念村カチャバル

RUMF-GF-05218
リュウキュウジカ，頭蓋骨（雄）

知念村カチャバル

RUMF-GF-05238
リュウキュウジカ，下顎骨，左

知念村カチャバル
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RUMF-GF-05244
リュウキュウムカシキョン，犬歯，左

知念村カチャバル

RUMF-GF-05345
リュウキュウジカ，踵，左

知念村カチャバル

RUMF-GF-05240
リュウキュウムカシキョン，下顎骨，左

知念村カチャバル

RUMF-GF-05256
リュウキュウムカシキョン，下顎 第1・2後臼歯，右

知念村カチャバル

RUMF-GF-05215
リュウキュウムカシキョン，枝角，左

知念村カチャバル

RUMF-GF-05214
リュウキュウムカシキョン，枝角，右

知念村カチャバル
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RUMF-GF-05422
リュウキュウジカ，上腕骨，右
那覇市垣花町ガジャンビラ

RUMF-GF-05390
リュウキュウジカ，下顎骨，右
那覇市垣花町ガジャンビラ

RUMF-GF-05424
リュウキュウムカシキョン，上腕骨，右

那覇市垣花町ガジャンビラ

RUMF-GF-05438
リュウキュウジカ，大腿骨，右
那覇市垣花町ガジャンビラ

RUMF-GF-05368
リュウキュウムカシキョン，頭骨 枝角付き，左

那覇市垣花町ガジャンビラ

RUMF-GF-05366
リュウキュウムカシキョン，角，左

那覇市垣花町ガジャンビラ
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RUMF-GF-05560
リュウキュウムカシキョン，犬歯，左

玉城村キラバル

RUMF-GF-05560
リュウキュウジカ，踵骨，右

玉城村キラバル

RUMF-GF-05513
リュウキュウジカ，上腕骨，右

玉城村キラバル

RUMF-GF-05531
リュウキュウジカ，大腿骨，右

玉城村キラバル

RUMF-GF-05534
リュウキュウムカシキョン，大腿骨，左

玉城村キラバル

RUMF-GF-05536
リュウキュウジカ，頸骨，右

玉城村キラバル
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RUMF-GF-05584
リュウキュウムカシキョン，枝角

知念村上クルクバル

RUMF-GF-05577
リュウキュウジカ，枝角，右

知念村上クルクバル

RUMF-GF-05583
リュウキュウムカシキョン，枝角，左

知念村上クルクバル

RUMF-GF-05580
リュウキュウムカシキョン，枝角，右

知念村上クルクバル

RUMF-GF-05576
リュウキュウムカシキョン，頭蓋

知念村上クルクバル

RUMF-GF-05574
リュウキュウジカ，頭蓋
知念村上クルクバル
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RUMF-GF-05784
オオヤマリクガメ，縁骨板，右

知念村上クルクバル

RUMF-GF-05805
マナヅル，頸骨，右
知念村上クルクバル

RUMF-GF-05725
リュウキュウイノシシ，上顎骨，左

知念村上クルクバル

RUMF-GF-05728
リュウキュウイノシシ，下顎骨，右

知念村上クルクバル

RUMF-GF-05741
リュウキュウイノシシ，橈尺骨，右

知念村上クルクバル

RUMF-GF-05734
リュウキュウイノシシ，第3～7頸椎

知念村上クルクバル
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RUMF-GF-05884
リュウキュウジカ，肩甲骨，左

那覇市上間

RUMF-GF-05915
リュウキュウジカ，中足骨，左

那覇市上間

RUMF-GF-05827
リュウキュウジカ，枝角，破片

那覇市上間

RUMF-GF-05890
リュウキュウジカ，上腕骨，右

那覇市上間

RUMF-GF-05823
リュウキュウムカシキョン，頭蓋

那覇市上間

RUMF-GF-05824
リュウキュウジカ，枝角，右

那覇市上間
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RUMF-GF-05926
リュウキュウムカシキョン，距骨，右

那覇市上間

RUMF-GF-05937
リュウキュウイノシシ，大腿骨，左

那覇市上間

RUMF-GF-05940
リュウキュウムカシキョン，角，左　*異常骨

那覇市上間

RUMF-GF-05922
リュウキュウムカシキョン，踵骨，左

那覇市上間

RUMF-GF-05912
リュウキュウムカシキョン，頸骨，左

那覇市上間

RUMF-GF-05917
リュウキュウムカシキョン，中足骨，左

那覇市上間
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RUMF-GF-05956
リュウキュウムカシキョン，中手骨，右

那覇市上間　上部貝塚

RUMF-GF-05965
リュウキュウムカシキョン，中足骨，右

那覇市上間　上部貝塚

RUMF-GF-05957
リュウキュウジカ，中手骨，左

那覇市上間　上部貝塚

RUMF-GF-05959
リュウキュウジカ，大腿骨，左

那覇市上間　上部貝塚

RUMF-GF-05954
リュウキュウジカ，上腕骨，右

那覇市上間　上部貝塚

RUMF-GF-05962
リュウキュウムカシキョン，橈骨，右

那覇市上間　上部貝塚
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RUMF-GF-06115
オキナワトゲネズミ，上腕骨，破片

本部町 採石場

RUMF-GF-06118
カエル類，破片
本部町 採石場

RUMF-GF-06117
リュウキュウヤマガメ，破片

本部町 採石場

RUMF-GF-06116
鳥類，破片

本部町 採石場

本部　908

RUMF-GF-06100
リュウキュウジカ，歯，破片

本部町 採石場

RUMF-GF-06107
リュウキュウイノシシ，下顎骨，左

本部町 採石場

63



RUMF-GF-06028
リュウキュウジカ，角，破片

糸満市潮平

RUMF-GF-06029
リュウキュウジカ，下顎骨，右

糸満市潮平

RUMF-GF-06229
リュウキュウジカ，橈骨，左

久米島大原

RUMF-GF-06248
リュウキュウジカ，下顎骨，右

久米島北原

RUMF-GF-06242
リュウキュウジカ，角，右

久米北原

RUMF-GF-06285
リュウキュウムカシキョン，大腿骨，左

久米島北原
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RUMF-GF-06352
リュウキュウジカ，環椎

伊江島ゴヘズ洞

RUMF-GF-06355
リュウキュウジカ，胸椎

伊江島ゴヘズ洞

RUMF-GF-06335
リュウキュウムカシキョン，上顎骨，右

伊江島ゴヘズ洞

RUMF-GF-06336
リュウキュウジカ，下顎骨，左

伊江島ゴヘズ洞

RUMF-GF-06321
リュウキュウムカシキョン，枝角，右

伊江島ゴヘズ洞

RUMF-GF-06319
リュウキュウジカ，枝角，右

伊江島ゴヘズ洞
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RUMF-GF-06404
リュウキュウジカ，距骨，左

伊江島ゴヘズ洞

RUMF-GF-06396
リュウキュウムカシキョン，頸骨，左

伊江島ゴヘズ洞

RUMF-GF-06389
リュウキュウジカ，大腿骨，左

伊江島ゴヘズ洞

RUMF-GF-06392
リュウキュウムカシキョン，大腿骨，右

伊江島ゴヘズ洞

RUMF-GF-06376
リュウキュウジカ，橈・尺骨，左

伊江島ゴヘズ洞

RUMF-GF-06371
リュウキュウジカ，上腕骨，右

伊江島ゴヘズ洞
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RUMF-GF-06140
リュウキュウムカシキョン，下顎，右

久高島 （東海岸）

RUMF-GF-06141
リュウキュウイノシシ，第3後臼歯，左

久高島 （東海岸）

RUMF-GF-06145
リュウキュウジカ，角，破片

石垣島 轟川上流

RUMF-GF-06146
リュウキュウムカシキョン，角，破片

石垣島 轟川上流

RUMF-GF-06142
ミヤコノロジカ，角，破片

伊良部島

RUMF-GF-06143
ミヤコノロジカ，尺骨，左

伊良部島
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