
氏　　名 所　　　属

A 阿部 拓三 南三陸町自然環境活用センター

相木 寛史 日本大学生物資源科学部

藍澤 正宏 千葉県立中央博物館分館海の博物館

赤羽 祥明 長崎大学大学院生産科学研究科

赤川 泉 東海大学海洋学部

尼岡 邦夫 北海道大学

荒井 寛 井の頭自然文化園水生物館

新井 崇臣 東京大学海洋研究所国際沿岸海洋研究センター

新垣  誠司 九州大学大学院理学府附属臨海実験所

荒山 和則 茨城県内水面水産試験場

有薗 正弘 三重大学大学院生物資源学研究科

朝日田 卓 北里大学水産学部

C 千葉 悟 山形大学大学院理工学研究科

D 土居内 龍 和歌山県農林水産総合技術センター水産試験場

E 江口 勝久 九州大学生物資源環境科学府動物資源科学専攻アクアフィールド科学講座

遠藤 広光 高知大学理学部自然環境科学科海洋生物学研究室

F 藤井 亮吏 岐阜県河川環境研究所

藤森 憲臣 京都大学生態学研究センター

藤田 朝彦 近畿大学農学部環境管理学科

福原 多佳子 宮崎大学大学院農学研究科

福井 篤 東海大学海洋学部水産学科

福井 謙太郎 岐阜大学大学院教育学研究科

福島 路生 独立行政法人　国立環境研究所

古満 啓介 長崎大学大学院生産科学研究科

古田 好美 東京大学海洋研究所分子海洋科学分野

G 後藤 晃 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター

後藤 良平 近畿大学農学部環境管理学科

H 半澤 浩美 茨城県漁政課

原 政子 東京大学海洋研究所

原田 慈雄 和歌山県農林水産総合技術センター水産試験場

橋口 康之 東京大学海洋研究所

波戸岡 清峰 大阪市立自然史博物館

服部 昭尚 滋賀大学教育学部情報教育課程

服部 雅弘 名古屋大学大学院生命農学研究科

林 弘章 横須賀市上下水道局

林 万里 神奈川県立生命の星・地球博物館

林  公義 横須賀市自然・人文博物館

林 芳弘 高知県水産試験場

Henry L. Bart, Jr. Tulane University Museum of Natural History

日比野 学 愛知県水産業振興基金栽培漁業部

日高 浩一 鹿児島大学大学院連合農学研究科

樋口 文夫 横浜市環境科学研究所

堀川 まりな 岐阜大学地域科学部地域政策学科

堀之内  正博 島根大学汽水域研究センター

星野 和夫 大分マリーンパレス水族館　うみたまご

星野 広大 東海大学海洋学部海洋生物学科

星野 浩一 水産総合研究センター・遠洋水産研究所

細谷 和海 近畿大学農学部環境管理学科

I 市川 久祥 東海大学海洋学部水産学科増殖課程

井口 恵一朗 水産総合研究センター中央水産研究所

飯野 正晴 東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科

池田  博美 なし

池田 葉子 東海大学海洋学部

池谷 幸樹 岐阜県世界淡水魚園水族館

今井 秀行 琉球大学理学部海洋自然科学科

稲川 亮 北海道大学大学院水産科学院海洋生物学講座（魚類体系学）

井上 潤 フロリダ州立大学

井上 慶一 長崎大学大学院生産科学研究科

井上 祐太郎 北里大学大学院水産学研究科

石黒 直哉 福井工業大学工学部

石川 智士 東海大学海洋学部

石川 哲郎 琉球大学大学院理工学研究科

石森 博雄 琉球大学理工学研究科

石崎 大介 岐阜県世界淡水魚園水族館

磯川 桂太郎 日本大学歯学部解剖学教室第２講座

伊藤 亮 岐阜大学地域科学部地域科学科

伊藤 毅彦 近畿大学農学部水産学科

伊藤 優 琉球大学理学部海洋自然科学科

岩本 健輔 琉球大学理学部海洋自然科学科

岩槻 幸雄 宮崎大学農学部生物環境科学科

J JAMALI Ebrahim 高知大学総合研究センター海洋生物研究教育施設

JEONG Choong-Hoon CCEYS, Inha Univ.

K 門田 雄大 高知大学大学院理学研究科

甲斐 嘉晃 京都大学フィールド科学教育研究センター

柿岡 諒 京都大学理学部
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K 上谷 玄 京都大学大学院農学研究科

乾 隆帝 九州大学生物資源環境科学府

金川 直幸 静岡県立藤枝東高等学校

金尾 滋史 多賀町立博物館/滋賀県立大学大学院環境科学研究科

神田 猛 宮崎大学農学部附属自然共生フィールド科学教育研究センター

金子 篤史 沖縄美ら海水族館

金子 裕明 神奈川ウォーター・ネットワーク

加納 光樹 自然環境研究センター

片桐 睦 NPO法人フィールドエッグ

片野 修 水産総合研究センター中央水産研究所

片山 英里 高知大学大学院理学研究科

片山 雅人 三重大学大学院生物資源学研究科

加藤 久嗣 日本エヌ・ユー・エス株式会社

加藤 雅也 独立行政法人水産総合研究センター　西海区水産研究所石垣支所

加藤 雅之 三重大学大学院生物資源学研究科

川原 玲香 東京大学海洋研究所

河合 幸一郎 広島大学大学院生物圏科学研究科

河村  功一 三重大学生物資源学部

川瀬 裕司 千葉県立中央博物館分館海の博物館

川嶋 尚正 静岡県水産試験場

亀甲 武志 滋賀県庁自然環境保全課琵琶湖レジャー対策室

木村 浩和 滋賀県立大学大学院環境科学研究科

木村 良子 いであ株式会社

木村 青史 秋田県立本荘高等学校定時制課程

木村 清志 三重大学大学院生物資源学研究科附属水産実験所

木下 泉 高知大学総合研究センター海洋部門海洋生物研究教育施設

岸本 浩和 浜名湖体験学習施設（静岡県水試）

北田 直樹 近畿大学大学院農学研究科

北川 忠生 近畿大学農学部環境管理学科

北原 佳郎 株式会社　環境アセスメントセンター

北島 淳也 岐阜大学地域科学研究科

北村 武文 北海道大学大学院水産科学研究科

北野  忠 東海大学教養学部

小林 弘治 東海大学海洋科学博物館

小林 徹 近畿大学農学部

小玉 友美 東海大学海洋学部

小北 智之 福井県立大学生物資源学部

小宮 竹史 京都大学大学院理学研究科

昆 健志 東京大学海洋研究所分子海洋科学分野

近藤 正 琉球大学大学院理工学研究科

近藤 元貴 宮崎大学大学院農学研究科

近藤 友明 東京海洋大学

小西 英人 ＷＥＢ魚図鑑

河野 博 東京海洋大学

古屋 康則 岐阜大学教育学部

久保田 仁志 栃木県水産試験場

熊谷 雅之 有限会社地盤環境コンサルタント

久米 元 長崎大学水産学部

栗岩 薫 東京大学海洋研究所

草薙 利美 （株）自然科学調査事務所

桑原 雅之 滋賀県立琵琶湖博物館

桑村 哲生 中京大学教養部

M 馬渕 浩司 東京大学海洋研究所

前田 健 琉球大学大学院理工学研究科

前畑 政善 滋賀県立琵琶湖博物館

前川  光司 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター

松岡 加奈 大阪市立大学大学院理学研究科

松浦 啓一 国立科学博物館

目黒 勝介 宮内庁侍従職

目黒 悠一朗 北海道大学大学院水産科学研究院海洋応用生命科

南 卓志 東北大学大学院農学研究科

南野 洋孝 滋賀県立大学大学院環境科学研究科

森山 敬太 松本歯科大学大学院

三品 裕昭 東京海洋大学

宮 正樹 千葉県立中央博物館動物学研究科

三宅 琢也 三重大学大学院生物資源学部

宮本 育昌 コーラル・ネットワーク

宮崎 佑介 東京海洋大学環境政策文化科

水澤 信之 東海大学海洋学部水産学科増殖課程

望岡 典隆 九州大学大学院農学研究院

Mollie Cashner Tulane University

森 俊彰 北里大学水産学部

森宗 智彦 近畿大学大学院農学研究科

守山 拓弥 東京農工大学大学院連合農学研究科農工大院連合農学

諸澤 崇裕 筑波大学大学院生命環境科学研究科

本村 浩之 鹿児島大学総合研究博物館



M 向井 貴彦 岐阜大学地域科学部地域政策学科

村瀬 敦宣 東京海洋大学海洋科学部

村田 尚史 東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科

武藤 文人 独立行政法人水産総合研究センター 遠洋水産研究所

N 長井 輝美 富山大学理学部生物学科

長岩 理央 東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科

長岩 友佳子 東京海洋大学

永野 梨奈 東京水産大学水産学部資源管理学科

中坊  徹次 京都大学総合博物館

中江 雅典 高知大学大学院理学研究科

中川 光 京都大学大学院理学研究科

中井 克樹 滋賀県立琵琶湖博物館

中島 淳 九州大学大学院生物資源環境科学府

中村 尚史 信州大学理学部生物科学科

仲村 茂夫 琉球大学熱帯生物圏研究センター瀬底実験所

中村 智幸 水産総合研究センター中央水産研究所内水面研究部生態系保全研究室

中尾 博行 滋賀県立大学大学院環境科学研究科

中谷 将典 東京大学海洋研究所

仲谷 一宏 北海道大学大学院水産科学研究院

棗田 孝晴 富士常葉大学附属環境防災研究所

西 源二郎 東海大学海洋研究所

西田 睦 東京大学海洋研究所・分子海洋科学分野

西貝 怜 東海大学海洋学部水産学科

西森 英二 近畿大学農学部環境管理学科

野田 隆之 北海道大学大学院水産科学研究科

野口 智明 三重大学大学院生物資源学研究科

野原 健司 福井県立大学生物資源学研究科

O 沖山  宗雄 (財）海洋生物環境研究所

奥田  昇 京都大学生態学研究センター

鬼倉 徳雄 九州大学大学院農学研究院

大渕 希郷 京都大学大学院理学研究科

尾坂 知江子 名古屋大学大学院生命農学研究科水圏動物学

尾崎 真澄 千葉県庁漁業資源課

P Prachya Musikasinthorn カセサート大学水産学部

S 佐土 哲也 千葉県立中央博物館

西城 学 北海道大学大学院水産科学院

斉藤 憲治 独立行政法人水産総合研究センター東北区水産研究所

斉藤 裕也 なし

坂井 恵一 のと海洋ふれあいセンター

坂井 陽一 広島大学大学院生物圏科学研究科

酒井 陽一郎 京都大学生態学研究センター

阪倉 良孝 長崎大学水産学部

坂本 勝一 宮内庁侍従職

坂本 一男 東京大学総合研究博物館

坂野 博之 中央水産研究所内水面研究部

櫻井 真 鹿児島純心女子短期大学

佐野  光彦 東京大学大学院農学生命科学研究科

猿渡 敏郎 国立大学法人東京大学海洋研究所

佐々木 邦夫 高知大学理学部

佐々木 剛 東京海洋大学

指田 穣 高知大学総合研究センター海洋生物研究教育施設

佐藤 千夏 岐阜大学地域科学部地域科学科

佐藤 圭一 沖縄美ら海水族館

佐藤 正人 秋田県農林水産技術センター水産振興センター

佐藤 光昭 日本エヌ・ユー・エス株式会社

佐藤 直司 北里大学大学院水産学研究科

佐藤 俊平 独立行政法人水産総合研究センターさけますセンター

佐藤 翔 東海大学海洋学部水産学科増殖課程

佐藤 崇 東京大学海洋研究所分子海洋科学分野

佐藤 拓哉 三重大学大学院生物資源学研究科

佐藤 陽一 徳島県立博物館

佐藤 行人 東京大学海洋研究所

瀬能 宏 神奈川県立生命の星・地球博物館

瀬崎 啓次郎 日本冷凍食品検査協会

渋川 浩一 国立科学博物館

渋谷 雅紀 住鉱テクノリサーチ株式会社

重信 裕弥 東北区水産研究所

重田 利拓 水産総合研究センター・瀬戸内海区水産研究所

下瀬 環 琉球大学大学院理工学研究科

篠原 現人 国立科学博物館動物研究部

新里 耕 東京海洋大学魚類学研究室

白井 滋 独立行政法人水産総合研究センター　日本海区水産研究所

白井 康子 香川県環境保健研究センター

曽根 亮太 三重大学大学院生物資源学研究科

宗宮 弘明 名古屋大学大学院生命農学研究科

須田 健太 北海道大学大学院水産科学院



S 杉本 真奈美 岐阜大学地域科学部地域科学科

杉野 隆 東京都葛西臨海水族園

杉山 秀樹 秋田県農林水産技術センター水産振興センター

杉山 啓 東海大学海洋学部海洋生物学科

勝呂 尚之 神奈川県水産技術センター内水面試験場

須之部 友基 東京海洋大学水圏科学フィールド教育研究センター

鈴木 宏易 東海大学海洋科学博物館

鈴木 伸洋 東海大学海洋学部水産学科

鈴木 規慈 三重大学大学院生物資源学研究科

鈴木 章太郎 京都大学大学院農学研究科

鈴木 誉士 近畿大学農学部水産学科

鈴木 俊哉 水産総合研究センター　さけますセンター

鈴木 寿之 兵庫県立尼崎北高等学校

鈴木 康典 浜名湖今切パーク　海湖館

T 田端 重夫 いであ株式会社沖縄支店

立原 一憲 琉球大学理学部海洋自然科学科

多田 諭 東京都葛西臨海水族園

多田 昇平 広島大学大学院生物圏科学研究科

田上 佳子 東海タナゴ研究会

田原 大輔 福井県立大学海洋生物資源学科

高木 映 東京大学大学院農学生命科学研究科

高木 基裕 愛媛大学農学部

高橋 洋 独立行政法人水産大学校生物生産学科

高橋 正知 九州大学大学院生物資源環境科学府

高橋 明香 福井県立大学

高橋 鉄美 京都大学大学院理学研究科動物生態学研究室

高久 宏佑 近畿大学大学院農学研究科環境管理学専攻

髙見 宗広 東海大学大学院海洋学研究科水産学専攻

高村 健二 独立行政法人国立環境研究所

高野 裕樹 滋賀県立大学大学院環境科学研究科

高崎 文世 岐阜大学大学院教育学研究科

高田 啓介 信州大学理学部

高田 陽子 国立科学博物館動物研究部

竹垣 毅 長崎大学大学院生産科学研究科

竹本 詠美 東海大学海洋学部

武島 弘彦 東京大学海洋研究所

竹内 直子 東海大学海洋学部海洋生物学科

武山 智博 京都大学生態学研究センター

田北 徹 長崎大学

玉井 隆章 東海大学海洋学部水産学科増殖課程

Tan Eng-kong 信州大学大学院工学系研究科

田中 彰 東海大学海洋学部海洋生物学科

田中 洋一 東海大学海洋研究所

田中 雄大 東海大学海洋学部水産学科水産資源開発課程

谷 修一 大阪府立箕面東高校

戸田 実 財団法人　海洋博覧会記念公園管理財団

戸田 三津夫 静岡大学

冨永 敦 茨城県内水面水産試験場

冨山  晋一 東海大学海洋科学博物館

登坂 篤子 東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科

土田 陽介 岐阜大学地域科学部地域政策学科

塚本 勝巳 東京大学海洋研究所

鶴岡 理 北海道大学大学院水産科学院海洋生物学講座魚類体系学教室

鶴田 哲也 水産総合研究センター　中央水産研究所

U 内田 悠介 東海大学海洋学部海洋生物学科

内野  啓道 神奈川県立生命の星・地球博物館

内野  美穂 神奈川県立生命の星・地球博物館

上田 高嘉 宇都宮大学教育学部

浦川 真仁 長崎大学大学院生産科学研究科

浦西 茉耶 北海道大学大学院水産科学院

浦和 茂彦 水産総合研究センター さけますセンター

W 若畑 勇人 近畿大学大学院農学研究科

渡辺 勝敏 京都大学大学院理学研究科

渡邊 俊 東京大学海洋研究所

Y 矢部 衞 北海道大学大学院水産科学研究院

籔本 美孝 北九州市立自然史・歴史博物館

八木 佑太 高知大学総合研究センター海洋生物研究教育施設

柳生 将之 信州大学大学院総合工学系研究科

山田 一幸 東海大学海洋科学博物館

山川 武 高知大学大学院理学研究科

山本 彩人 東京海洋大学海洋科学技術研究科

山本 敏哉 豊田市矢作川研究所

山根 武士 東京海洋大学

山野上 祐介 東京大学大学院農学生命科学研究科水圏生物科学専攻

山崎 望 琉球大学理学部海洋自然科学科

山下 麻衣子 宮崎大学大学院農学研究科



Y 山内  健生 広島大学大学院国際協力研究科

山崎 裕治 富山大学理学部生物学科

八杉 公基 京都大学大学院理学研究科

楊  健 中国水産科学研究院淡水漁業研究センター

淀 太我 三重大学大学院生物資源学研究科

横井 謙一 近畿大学農学部

横尾 俊博 東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科

横田 彰子 近畿大学大学院農学研究科

横山 良太 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター

吉田 豊 栃木県水産試験場

吉郷 英範 中外テクノス株式会社

吉村 光太郎 財団法人　ふくしま海洋科学館

吉野 哲夫 琉球大学理学部

吉田 有貴子 広島大学大学院生物圏科学研究科


