
令和３年度ブリ資源評価会議 出席者名簿

所属機関 役職 氏名 会場参加

東京大学 名誉教授 渡邊 良朗 〇

東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授 山川 卓

水産庁 増殖推進部 漁場資源課 課⾧補佐 上田 祐司 〇

水産庁 増殖推進部 漁場資源課 係員 追中 大作

水産庁 増殖推進部 漁場資源課 係員 菅 純一郎

水産庁 増殖推進部 研究指導課 研究管理官 尾崎 照遵 〇

水産庁 増殖推進部 研究指導課 研究管理官 清藤 秀理 〇

水産庁 資源管理部 管理調整課 課⾧補佐 佐藤 友介

水産庁 資源管理部 管理調整課 課⾧補佐 木村 聡史

水産庁 資源管理部 管理調整課 係⾧ 岡見 卓馬

水産庁 資源管理部 管理調整課 係員 片山 誓花

水産庁 新潟漁業調整事務所 所⾧ 石塚 浩一

水産庁 新潟漁業調整事務所 資源課⾧ 永井  周

水産庁 新潟漁業調整事務所 漁業監督指導官 松本 直樹

水産庁 新潟漁業調整事務所 係員 小野寺 涼

水産庁 境港漁業調整事務所 資源管理推進官 森田 浩史

北海道立総合研究機構 中央水産試験場 研究主幹 山口 浩志 〇

北海道立総合研究機構 中央水産試験場 研究職員 富山 嶺 〇

北海道立総合研究機構 中央水産試験場 主査 鈴木 祐太郎

北海道立総合研究機構 函館水産試験場 場⾧ 志田 修

北海道立総合研究機構 函館水産試験場 部⾧ 板谷 和彦

北海道立総合研究機構 網走水産試験場 部⾧ 奥村 裕弥

北海道立総合研究機構 網走水産試験場 研究主幹 田中 伸幸

北海道立総合研究機構 網走水産試験場 主任主査 佐々木 潤

北海道立総合研究機構 稚内水産試験場  研究職員 黒川 大智 〇

青森県産業技術センター 水産総合研究所 部⾧ 伊藤 欣吾

青森県産業技術センター 水産総合研究所 研究管理員 和田 由香

青森県産業技術センター 水産総合研究所 主任研究員 田中 友樹

岩手県水産技術センター 主任専門研究員 相生 信彦

山形県水産研究所 研究員 鈴木 拓海

新潟県水産海洋研究所 専門研究員 丸山 克彦 〇

新潟県水産海洋研究所 研究員 安藤 悠太

富山県農林水産総合技術センター 水産研究所 研究員 阿部 隼也

石川県水産総合センター 主任技師 白石 宏己

福井県水産試験場 主事 ⾧島 拓也 〇

京都府農林水産技術センター 海洋センター 主任研究員 岩尾 敦志

京都府農林水産技術センター 海洋センター 副主査 森川 晃行

京都府農林水産技術センター 海洋センター 技師 木下 直樹

兵庫県立農林水産技術総合センター 但馬水産技術センター 主任研究員 鈴木 雅巳

鳥取県水産試験場 研究員 徳安 理敬

島根県水産技術センター 研究員 安原 豪

山口県水産研究センター 専門研究員 安部 謙

山口県水産研究センター 専門研究員 渡邉 俊輝

大分県農林水産研究指導センター 水産研究部 主任研究員 徳光 俊二

福岡県水産海洋技術センター 豊前海研究所 課⾧ 中川 浩一

福岡県水産海洋技術センター 豊前海研究所 主任技師 黒川 皓平

福岡県水産海洋技術センター 資源情報課 課⾧ 松井 繁明

福岡県水産海洋技術センター 資源情報課 研究員 金澤 孝弘

福岡県水産海洋技術センター 資源情報課 技師 松島 伸代

佐賀県玄海水産振興センター 技師 島崎 裕紀

⾧崎県総合水産試験場 漁業資源部海洋資源科 科⾧ 北原 茂

⾧崎県総合水産試験場 漁業資源部海洋資源科 主任研究員 蛭子 亮制

令和3年12月8日 10:00~14:45

開催形式：会場（水産資源研究所横浜庁舎講堂）とリモート（MS Teams）の併用
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⾧崎県総合水産試験場 漁業資源部海洋資源科 研究員 吉田 侑平

⾧崎県総合水産試験場 漁業資源部海洋資源科 研究員 山田 雄太 〇

⾧崎県総合水産試験場 漁業資源部海洋資源科 技師 柴田 陽佑 〇

熊本県水産研究センター 研究参事 𠮷村 直晃

宮崎県水産試験場 技師 堀井 日向

宮城県水産技術総合センター 副主任研究員 田邉 徹

福島県水産海洋研究センター 研究員 原 聡太郎

茨城県水産試験場 主任研究員 荒井 将人

千葉県水産総合研究センター 資源研究室 研究員 鈴木 孝太

神奈川県水産技術センター相模湾試験場 主任研究員 田村 怜子

神奈川県水産技術センター相模湾試験場 非常勤職員 吹野 友里子

静岡県水産・海洋技術研究所伊豆分場 主任 鈴木 勇己

静岡県水産・海洋技術研究所伊豆分場 主任 ⾧谷川 雅俊

愛知県水産試験場漁業生産研究所 主任研究員 今泉 哲

三重県水産研究所 主任研究員 笹木 大地

和歌山県水産試験場 副主査研究員 陶山 公彦

愛媛県農林水産研究所水産研究センター 研究員 後藤 直登

高知県水産試験場 増養殖環境課 課⾧ 梶 達也 〇

鹿児島県水産技術開発センター資源管理部 主任研究員 榊 純一郎

（一社）日本定置漁業協会 専務理事 玉置 泰司 〇

（一社）全国まき網漁業協会 専務理事 武井 篤

（一社）中部日本海まき網漁業協会 専務理事 石井 功

山陰旋網漁業協同組合 専務理事 川本 英文

北部日本海まき網漁業協会 専務理事 加藤 雅丈

日本遠洋旋網漁業協同組合 参事 保田井 真

海洋生物研究所 水産資源プロジェクトマネージャー 島田 裕之

海洋生物研究所 研究員 井上 達也

(株)水産経済新聞社 黒岩 裕樹 〇

水産研究・教育機構 開発調査センター 副所⾧ 山下 秀幸

水産研究・教育機構 水産資源研究所 水産資源研究センター

センター⾧ 西田  宏 〇

副センター⾧ 上原 伸二

浮魚資源部 部⾧ 福若 雅章 〇

浮魚資源部 副部⾧ 船本 鉄一郎

浮魚資源部 副部⾧ 大島 和浩 〇

浮魚資源部 浮魚第3グループ グループ⾧ 久保田 洋 〇

浮魚資源部 浮魚第3グループ 主任研究員 古川 誠志郎 〇

浮魚資源部 浮魚第3グループ 主任研究員 加賀 敏樹 〇

浮魚資源部 浮魚第3グループ 主任研究員 岡本 俊 〇

浮魚資源部 浮魚第3グループ 主任研究員 宮原 寿恵

浮魚資源部 浮魚第3グループ 主任研究員 松倉 隆一

浮魚資源部 浮魚第1グループ 研究員 西嶋 翔太

浮魚資源部 浮魚第4グループ グループ⾧ 黒田 啓行

浮魚資源部 浮魚第4グループ 主任研究員 向 草世香

底魚資源部 副部⾧ 養松 郁子

社会・生態系システム部 漁業管理グループ グループ⾧ 亘 真吾 〇

漁業情報解析部  部⾧ 鈴木 伸明 〇

漁業情報解析部 資源解析グループ グループ⾧ 市野川 桃子

漁業情報解析部 資源解析グループ 主任研究員 福井 眞 

広域性資源部 外洋資源グループ 主任研究員 中山 新一朗

広域性資源部 外洋資源グループ 研究員 橋本 緑


