
所属 役職 ⽒名

東京⼤学 准教授 ⼭川 卓
東京⼤学⼤気海洋研究所 准教授 平松⼀彦
東京海洋⼤学 教授 ⽥中栄次
函館⽔産試験場 部⻑ 板⾕和彦
釧路⽔産試験場 部⻑ 美坂 正
釧路⽔産試験場 研究主幹 ⽯⽥良太郎
釧路⽔産試験場 研究員職員 ⽣⽅宏樹
⻘森県産業技術センター⽔産総合研究所 部⻑ 伊藤欣吾
⻘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
岩⼿県⽔産技術センター 主任専⾨研究員 相⽣信彦
宮城県⽔産技術総合センター 研究員 増⽥義男
宮城県⽔産技術総合センター 技師 三浦瑠菜
茨城県⽔産試験場 主席研究員 須能紀之
茨城県⽔産試験場 技師 ⾼橋佑太朗
千葉県⽔産総合研究センター 室⻑ 内⼭雅史
千葉県⽔産総合研究センター 研究員 鈴⽊孝太
神奈川県⽔産技術センター 主任研究員 加藤充宏
静岡県⽔産・海洋技術研究所 研究員 鈴⽊聡志
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 ⻑⾕川雅俊
愛知県⽔産試験場 所⻑ 中村元彦
愛知県⽔産試験場 主任研究員 植村宗彦
愛知県⽔産試験場 主任研究員 鵜嵜直⽂
愛知県⽔産試験場 主任研究員 今泉 哲
三重県⽔産研究所 研究員 福⽥ 遼
和歌⼭県⽔産試験場 主任研究員 安江尚孝
⼤阪府⽴環境農林⽔産総合研究所 主幹研究員 ⼤美博昭
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 鈴⽊雅⺒
⼭⼝県⽔産研究センター 専⾨研究員 安部 謙
愛媛県農林⽔産研究所 後藤直登
⾼知県⽔産試験場 主任研究員 飯⽥敦⼦
福岡県⽔産海洋技術センター 研究員 ⻑本 篤
⼤分県農林⽔産研究指導センター 研究員 ⼭本宗⼀郎
宮崎県⽔産試験場 技師 堀井⽇向
⿅児島県⽔産技術開発センター 主任研究員 槐島光次郎
⿅児島県⽔産技術開発センター 研究員 吉⽥悠⾺
熊本県⽔産研究センター 研究主幹 荒⽊希世
熊本県⽔産研究センター 研究参事 𠮷村直晃
⻑崎県総合⽔産試験場 科⻑ 北原 茂
⻑崎県総合⽔産試験場 主任研究員 蛭⼦亮制
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⻑崎県総合⽔産試験場 研究員 ⼭⽥雄太
⻑崎県総合⽔産試験場 研究員 吉⽥侑平
佐賀県⽞海⽔産振興センター 係⻑ 江⼝勝久
佐賀県⽞海⽔産振興センター 技師 島崎裕紀
佐賀県⽞海⽔産振興センター 技師 永瀬りか
京都府農林⽔産技術センター 主任研究員 岩尾敦志
京都府農林⽔産技術センター 技師 ⽊下直樹
福井県⽔産試験場 主任研究員 児⽟晃治
⽯川県⽔産総合センター 技師 武澤圭剛
富⼭県農林⽔産総合技術センター⽔産研究所 副主幹研究員 瀬⼾陽⼀
新潟県⽔産海洋研究所 専⾨研究員 丸⼭克彦
新潟県⽔産海洋研究所 研究員 安藤悠太
漁業情報サービスセンター グループ⻑ ⾕津明彦
漁業情報サービスセンター 技師 藤井椋⼦
全国豊かな海づくり推進協会 部⻑ 桑⽥ 博
海洋⽣物環境研究所 プロジェクトマネージャー 島⽥裕之
海洋⽣物環境研究所 契約研究員 吉⽥朋弘
⽔産研究・教育機構 センター⻑ ⻄⽥ 宏
⽔産研究・教育機構 副センター⻑ 上原伸⼆
⽔産研究・教育機構 特定任期付職員 ⼤関芳沖
⽔産研究・教育機構 部⻑ 福若雅章
⽔産研究・教育機構 部⻑ ⿊⽊洋明
⽔産研究・教育機構 部⻑ 森 賢
⽔産研究・教育機構 部⻑ 鈴⽊伸明
⽔産研究・教育機構 副部⻑ ⼤下誠⼆
⽔産研究・教育機構 副部⻑ ⼤島和浩
⽔産研究・教育機構 副部⻑ 船本鉄⼀郎
⽔産研究・教育機構 副部⻑ ⽶崎史郎
⽔産研究・教育機構 副部⻑ 養松郁⼦
⽔産研究・教育機構 室⻑ ⼤村裕治
⽔産研究・教育機構 研究主幹 ⼭下紀⽣
⽔産研究・教育機構 研究開発コーディネーター ⼭崎いづみ
⽔産研究・教育機構 研究開発コーディネーター 安部幸樹
⽔産研究・教育機構 主幹研究員 髙橋素光
⽔産研究・教育機構 主幹研究員 渡邊千夏⼦
⽔産研究・教育機構 主幹研究員 河野悌昌
⽔産研究・教育機構 グループ⻑ 市野川桃⼦
⽔産研究・教育機構 グループ⻑ ⼭下⼣帆
⽔産研究・教育機構 グループ⻑ ⿊⽥啓⾏
⽔産研究・教育機構 グループ⻑ 境 磨
⽔産研究・教育機構 グループ⻑ 安⽥⼗也
⽔産研究・教育機構 グループ⻑ 亘 真吾
⽔産研究・教育機構 主任研究員 佐々千由紀



⽔産研究・教育機構 主任研究員 向草世⾹
⽔産研究・教育機構 主任研究員 岡本 俊
⽔産研究・教育機構 主任研究員 ⼩⽥憲太朗
⽔産研究・教育機構 主任研究員 宇⽥川美穂
⽔産研究・教育機構 主任研究員 宮川光代
⽔産研究・教育機構 主任研究員 依⽥真⾥
⽔産研究・教育機構 研究員 上村泰洋
⽔産研究・教育機構 研究員 半沢祐⼤
⽔産研究・教育機構 研究員 寒川清佳
⽔産研究・教育機構 研究員 ⾦⾕彩友美
⽔産研究・教育機構 研究員 但⾺英知
⽔産研究・教育機構 研究員 渡井幹雄
⽔産研究・教育機構 研究員 井元順⼀
⽔産研究・教育機構 研究員 濵邉昂平
⽔産研究・教育機構 研究員 ⽇野晴彦
⽔産研究・教育機構 任期付研究員 ⽊下順⼆
⽔産研究・教育機構 研究等⽀援職員 篠原直登
⽔産研究・教育機構 研究等⽀援職員 国松翔太


