
2008 年度日本魚類学会参加者名簿 
 
阿部 司  岡山大学大学院自然科学研究科理学部附属臨海実験所 
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  宮内庁侍従職 
赤川 泉  東海大学海洋学部 
秋田 雄一  琉球大学大学院理工学研究科 
尼岡 邦夫  北海道大学 
青木 真知子  東海大学大学院海洋学研究科水産学専攻 
青山 茂  神戸市立須磨海浜水族園 
新垣 誠司  琉球大学理工学研究科 
荒尾 一樹  株式会社 環境科学研究所 
荒山 和則  茨城県内水面水産試験場 
朝井 俊亘  近畿大学大学院農学研究科 
朝岡 隆  高知大海洋生物 
芦澤 淳  東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科 
安房田 智司  北海道大学北方生物圏フィールド科学センター 
東 健作  西日本科学技術研究所 
伴 和幸  東海大学海洋学部水産学科増殖課程 
千葉 悟  山形大学大学院理工学研究科 
Craig  Matthow   
土肥 直樹  倉敷市立精思高等学校 
土井 啓行  下関市立しものせき水族館 
土居内 龍  和歌山水試 
遠藤 広光  高知大学理学部海洋生物学研究室 
榎本 亜矢  日本大学生物資源科学部 
藤井 武人  所属なし 
藤井 洋太  近大農学部環境管理 
藤本 泰文  財団法人 宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団 
藤田 真二  株式会社西日本科学技術研究所 
藤田 朝彦  (株）建設環境 
藤原 慈子  大阪市立大理 
福田 豊章  近畿大学大学院農学研究科 
福田 絵美  高知大学大学院理学研究科 
福井 正志  東海大学大学院海洋学研究科水産学専攻 
福井 篤  東海大学海洋学部 
福岡 崇史  奈良大院 
古川 大恭  東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科修了 
護得久 晋一郎  琉球大学大学院理工学研究科海洋自然科学専攻 
後藤 晃  北海道大学北方生物圏フィールド科学センター 
萩原 清司  横須賀市自然・人文博物館 
濱田 早穂子  高知大学大学院総合人間自然科学研究科 
半澤 直人  山形大学理学部生物学科 
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 
長谷川 功  水産総合研究センター中央水産研究所 
橋口 康之  東京大学海洋研究所 
橋本 佳樹  高松市立円座小学校 
橋本 博明  広島大学 
畠山 絵美  三重大学大学院生物資源学研究科 
波戸岡 清峰  大阪市立自然史博物館 
服部 昭尚  滋賀大学教育学部理数情報コース 
早川 明里  岐阜大学地域科学部地域科学科 
林 芳弘  高知県水産試験場 



林 公義  横須賀市自然・人文博物館 
日比野 学  愛知水試 
日高 浩一  鹿児島大学大学院連合農学研究科 
東 信行  弘前大学 
東口 信行  （株）ウエスコ 
東口 正恵  なし 
樋口 一成  長崎市科学館 
平賀 洋之  株式会社西日本科学技術研究所 
平松 且  宇和島市 
平瀬 祥太朗  東北大学大学院農学研究科 
平田 智法  宇和島市 
平田 しおり   
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 彰弘  エヌエス環境（株） 
星衛 玲奈  福山大 
細川 直弘  広島大学大学院生物圏科学研究科 
細谷 和海  近畿大学大学院農学研究科 
井口 恵一朗  中央水産研究所 
飯野 浩太郎  岡山県水産試験場 
池田 祐二  宮内庁侍従職 
池田 博美  無所属 
井上 健彦  いであ株式会社 
乾 隆帝  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 
石黒 直哉  福井工業大学工学部 
石原 大樹  琉球大学大学院理工学研究科 
石川 哲郎  琉球大学理工学研究科 
石川 琢也  広大生物生産 
石森 博雄  琉球大学理工学研究科 
石崎 大介  三重大学大学院生物資源学研究科 
伊藤 明  国際農林水産業研究センター 
伊藤 毅彦  近畿大学大学院農学研究科 
岩越 直宏  名古屋大学大学院生命農学研究科 
岩槻 幸雄  宮崎大学農学部 
泉 光  宮崎大学農学部 
門田 将和  愛媛県立長浜高等学校 
甲斐 嘉晃  京都大学フィールド科学教育研究センター 
金川 直幸  静岡県立藤枝東高等学校 
金岩 稔  東京農業大学 
神田 猛  宮崎大学農学部 
唐崎 佑  京都大学院農学研究科 
柏木 祥平  近畿大学大学院農学部環境管理学科 
片平 浩孝  広大生物圏 
片山 英里  高知大学大学院理学研究科 
加藤 健  名古屋大学大学院生命農学研究科 
加藤 雅也  水研センター 
川岸 基能  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 
川口 亮  琉球大学理学部海洋自然科学科 
川原 玲香  東京大学海洋研究所 
河合 俊郎  国立科学博物館 
河村 功一  三重大学生物資源学部 
川西 亮太  愛媛大学大学院理工学研究科 



川瀬 成吾  近畿大学農学部環境管理学科 
川瀬 裕司  千葉県立中央博物館動物学研究科 
川嶋 尚正  静岡県水産技術研究所 
河田 新平  福井県立大学大学院生物資源学研究科 
川内 惇郎  北海道大学大学院水産科学院 海洋生物学講座 (魚類体系学領域) 
亀甲 武志  滋賀県庁農政水産部水産課 
木熊 慶吾  宇和島水産高校 
KIM Hyeong-Su Faculty of Biological Science, College of Natural Sciences, Chonbuk  
   National University 
金 誠勇  北海道大学大学院 水産科学院 
KIM EUNJIN  Faculty of Biological Sciences, College of Natural Sciences, Chonbuk  
   National University 
木本 紀子  (株）ニュージェック 
木村 清志  三重大学大学院生物資源学研究科附属紀伊・黒潮生命圏フィールドサ 
   イエンスセンター水産実験所 
木村 真理  神戸大学農学部応用動物学科 
木下 泉  高知大学海洋生物研究教育施設 
岸野 底  河川生態調査 
喜多 祥也  岐阜大教育 
北川 忠生  近畿大学大学院農学研究科 
北原 佳郎  環境アセスメントセンター 
北村 淳一  （社）観音崎自然博物館 
北野 正洋  なし 
清沢 遼太朗  高知大学海洋生物学研究室 
小早川 みどり  九州大学大学院システム生命科学府 
小林 徹  近畿大学農学部 
児玉 伊智郎  山口大学理工学研究科 
児玉 雅章  （財）東京動物園協会葛西臨海水族園 
小北 智之  福井県立大学生物資源学部 
昆 健志  東京大学海洋研究所 
近藤 正  琉球大学大学院理工学研究科 
近藤 裕亮  龍谷大学大学院理工学研究科環境ソリューション工学専攻 
小西 繭  信州大学サテライト ベンチャービジネス ラボラトリー 
小西 英人  釣り曜日 
古屋 康則  岐阜大学教育学部理科教育（生物学） 
小山 直人  近畿大学大学院農学研究科 
久保田 仁志  栃木県水産試験場 
工藤 孝也  広島県立総合技術研究所水産海洋技術センター 
工藤 孝浩  神奈川県水産技術センター 
熊田 裕喜  福井県立大 
熊谷 雅之  地盤環境コンサルタント 
熊澤 伸宏  神奈川県立生命の星・地球博物館ボランティア 
熊澤 慶伯  名古屋市立大学 
久米 学  独立行政法人土木研究所自然共生研究センター 
倉上 明日香  福井県立大学生物資源学部 
蔵本 泰輔  近畿大学大学院農学研究科 
倉島 陽  日本大学生物資源科学部 
呉屋 陽太  福山大 
栗岩 薫  国立科学博物館 
桑原 雅之  滋賀県立琵琶湖博物館 
桑村 哲生  中京大学国際教養学部 
鍬崎 賢三  広島大学大学院生物圏科学研究科 
楠目 祐子  北海道大学大学院水産科学院 
LEE Wan-Ok  Central Inland Fisheries Research Institute 



馬渕 浩司  東京大学海洋研究所 
前田 健  琉球大学理学部 
前畑   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 
丸山 敦  龍谷大学理工学部環境ソリューション工学科 
丸山 弘明  三重大学大学院生物資源学研究科 
政田 智啓  福井工業大 
松原 創  東京農業大学生物産業学部アクアバイオ学科 
松本 浩司  愛媛県立長浜高等学校 
松本 立樹  京都大学大学院農学研究科 
松沼 瑞樹  鹿児島大学大学院水産学研究科 
松浦 未央子  近大理 
松浦 啓一  国立科学博物館標本資料センター 
松田 征也  琵琶湖博物館 
松下 佳津也  広大 
目黒 悠一朗  北海道大学大学院水産科学院海洋応用生命科学科 
美馬 純一  環境アセスメントセンター 
南 卓志  東北大学大学院農学研究科 
三浦 太智  弘前大学大学院農学生命科学研究科 
三浦 靖弘  藤井寺工高 
三輪 一翔  京都大学大学院農学研究科 
三宅 琢也  三重大学大学院生物資源学研究科 
宮本 良太  近畿大学大学院農学研究科 
宮本 圭  宮崎大学大学院農学研究科 
宮崎 佑介  東京大学大学院農学生命科学研究科 
宮崎 麻美  福山大 
水野 寿朗  大阪市立大学大学院理学研究科 
水野 直樹  東京大学大学院農学生命科学研究科附属水産実験所 
水野 晃秀  宇和島水産高校 
水澤 信之  東海大学大学院海洋学研究科 
望岡 典隆  九州大学大学院農学研究院 
杢 雅利  水産大学校 
森 千恵  岡大自然科学研究科 
森宗 智彦  近畿大学大学院農学研究科 
守山 拓弥  社団法人 農村環境整備センター 
本村 浩之  鹿児島大学総合研究博物館 
六車 香織  琉球大学理工学研究科海洋自然科学専攻 
向井 貴彦  岐阜大学地域科学部 
宗原 弘幸  北海道大学北方生物圏フィールド科学センター臼尻水産実験所 
村上 安則  愛媛大学 
Prachya Musikasinthorn カセサート大学 
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 
武藤 望生  京都大学大学院農学研究科 
長井 輝美  富山大学大学院理工学教育部 
永野 優季  高知大学理学部自然環境科学科 
中坊 徹次  京都大学総合博物館 
中江 雅典  国立科学博物館 標本資料センター 
中川 光  京大院 
中井 克樹  滋賀県立琵琶湖博物館／滋賀県自然環境保全課 
中島 淳  九州大学大学院工学研究院 
中村 洋平  高知大学大学院総合人間自然科学研究科黒潮圏総合科学専攻 
中村 友美  富山大学理学部生物学科 
中村 将  琉球大学 
中野 洋祐  名古屋大学大学院生命農学研究科 



中田 悠介  広大生物生産 
中谷 祐也  九州大学大学院生物資源環境科学府アクアフィールド科学講座 
仲谷 一宏  北海道大学大学院水産科学研究院 
中山 耕至  京都大学フィールド科学教育研究センター 
中山 直英  高知大学大学院理学研究科 
中園 明信  元九州大 
棗田 孝晴  独立行政法人 水産総合研究センター中央水産研究所 内水面研究部 
新村    
西田 睦  東京大学海洋研究所 
西口 政治  宮崎大学大学院農学研究科 
西原 大輔  名古屋大学大学院生命農学研究科 
西松 聖  京大生態研 
西本 麻梨絵  京都大学農学部資源生物科学科 
野口 亮太  近大農学部環境管理 
野原 健司  福井県立大学生物資源学研究科 
野村 俊太  岐阜大教育 
布部 淳一  高知大学総合研究センター海洋生物研究教育施設 
緒方 直樹  琉球大学理学部海洋自然科 
小川 力也  大阪府立西野田工科高等学校 
小栗 聡介  高知大学総合人間自然科学研究科農学専攻 
OH Min-Gi  Chonbuk National Univ., Korea 
太田 真由加  高知大学大学院総合人間自然科学研究科生物科学専攻 
大石 広希  福山大 
岡 慎一郎  株式会社西日本科学技術研究所 
岡田 和訓  筑波大学第二学群生物学類 
岡崎 登志夫  中央水産研究所 
鬼倉 徳雄  九州大学大学院農学研究院 
大井 豊  日本環境（株） 
大内 英二  沖縄美ら海水族館 
太田 欽也  理研 神戸 発生再生科学総合研究センター 
大塚 悠  東海大学海洋学研究科水産学専攻 
大美 博昭  大阪府水産技術センター 
PARK Jong-Young Faculty of Biological Science, College of Natural Sciences, Chonbuk  
   National University 
斉田 尚希  高知大学大学院総合人間自然科学研究科 
斉藤 憲治  水産総合研究センター東北区水産研究所 
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 治己  独立行政法人水産大学校 
榊原 弘陸  三重大学大学院生物資源学研究科附属水産実験所 
阪本 憲司  福山大学 
坂野 博之  中央水産研究所内水面研究部 
桜井 雄  沖縄環境調査株式会社 
櫻井 真  鹿児島純心女子短期大学 
猿渡 敏郎  東京大学海洋研究所 
笹田 直樹  株式会社ウエスコ 
佐々木 邦夫  高知大学理学部 
佐藤 拓哉  奈良女子大学共生科学研究センター 
佐藤 圭一  沖縄美ら海水族館 
佐藤 陽一  徳島県立博物館 
佐藤 崇  東京大学海洋研究所 HADEEP 
関 伸吾  高知大学 
瀬能 宏  神奈川県立生命の星・地球博物館 
SETIAMARGA Davin H. E. 東京大学海洋研究所 



柴田 淳也  京都大学生態学研究センター 
渋川 浩一  長尾自然環境財団 
渋野 拓郎  水産総合研究センター西海区水産研究所 
重田 利拓  水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究所 
椎名 雅人  宇和島水産専攻科 
清水 庄太  東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科 
清水 孝昭  愛媛県水産研究センター栽培資源研究所 
下瀬 環  水産総合研究センター遠洋水産研究所 
篠原 現人  国立科学博物館 
塩根 嗣理  いであ株式会社沖縄支店亜熱帯環境調査グループ 
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 
曽我部 篤  愛媛大学沿岸環境科学研究センター 
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 
須田 有輔  水産大学校 
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 
勝呂 尚之  神奈川県水産技術センター内水面試験場 
角崎 嘉史  愛媛大学大学院理工学研究科 
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館山ステーション 
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  兵庫県立尼崎北高校 
鈴木 規慈  三重大学大学院生物資源学研究科 
立原 一憲  琉球大学理学部海洋自然科学科 
田子 秦彦  富山県水産研究所 
田原 大輔  福井県立大学生物資源学部 
高木 基裕  愛媛大学南予水産研究センター 
高木 智世  岡大自然科学研究科 
高橋 弘明  住鉱テクノリサ－チ株式会社 
高橋 大輔  長野大学環境ツーリズム学部 
高橋 正知  独立行政法人水産総合研究センター中央水産研究所 
高橋 明香  福井県立大学大学院生物資源学研究科 
高橋 里英子  京都大学理学研究科 
高橋 鉄美  京都大学大学院理学研究科 
髙橋 勇夫  たかはし河川生物調査事務所 
高橋 洋  独立行政法人水産大学校 
高久 宏佑  三重大学大学院生物資源学研究科 
髙見 宗広  東海大学大学院生物科学研究科 
高村 健二  国立環境研究所 
高田 陽子  国立科学博物館 
高田 啓介  信州大学理学部 
竹垣 毅  長崎大学大学院生産科学研究科 
竹野 誠人  近大農学部環境管理 
武島 弘彦  中央水産研究所 
竹内 勇一  京都大学理学研究科動物生態学研究室 
武内 啓明  近畿大学大学院農学研究科 
田北 徹  長崎大学 
玉田 一晃  和歌山県立田辺中学校 
玉井 隆章  東海大学大学院海洋学研究科水産学専攻 
田辺 信吾  葛西臨海水族園 
田中 靖  愛媛大学大学院連合農学研究科 
田中 雄大  東海大学海洋学部水産学科水産資源開発過程 
田中 英具  滋賀県水産試験場 
田中 哲夫  兵庫県立大学 
丹羽 稔久  鹿児島大水産 



谷 修一  大阪市立友渕中学校 
谷川 友里  福井県立大学大学院生物資源学研究科 
谷本 卓弥  伊丹高校 
田代 優秋  徳島大学 環境防災研究センター 
田和 篤史  九州大学大学院農学研究院 
手賀 太郎  いであ株式会社 
戸田 実  （財）海洋博覧会記念公園管理財団 
東篠 利美   
徳田 加奈子  近大農 
富田 賢司  福井県立大学大学院生物資源学研究科 
富永 浩史  京都大学大学院理学研究科 
富山 雄太  九州大学大学院生物資源環境学府 
鳥居 千晴  三重大学大学院生物資源学研究科 
豊田 克也  鹿児島大学大学院水産学研究科 
坪井 美由紀  広島大学大学院生物圏科学研究科 
坪井 尚美  高知大院理 
辻 寛人  京都大学農学部資源生物科学科 
辻 幸一  大洲高校 
塚越 英晴  北海道大学大学院水産科学院 
綱川 孝俊  北里大学大学院水産学研究科 
鶴岡 理  北海道大学大学院水産科学院 
鶴田 哲也  水産総合研究センター中央水産研究所 
内野 啓道  神奈川県立生命の星・地球博物館 
上原 匡人  沖縄県漁港漁場課 
上原 聡  宮崎大学大学院農学研究科 
上野 岳彦  東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科 
上野 大輔  北里大学大学院水産学研究科 
植月 学  山梨県博 
梅本 康隆  福井工業大学大学院工学研究科応用理化学専攻 
宇野 裕美  京大理 
浦西 茉耶  北海道大学大学院水産科学院 
Vilasri Veera  北海道大学大学院水産科学院 
脇本 久義  姫路市立水族館 
涌井 海  高知大海洋研 
渡辺 勝敏  京都大学大学院理学研究科 
渡邊 光一  弘前大学大学院農学生命科学研究科 
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  水産総合研究センター中央水産研究所日光庁舎 
山田 裕之  東北緑化環境保全（株） 
山川 武  高知市 
山木 勝  愛媛県立宇和島水産高等学校 
山本 みつ美  北海道大学大学院水産科学院 海洋生物学講座（魚類体系学領域） 
山本 直之  名古屋大学大学院生命農学研究科 
山本 裕典  三重大学大学院生物資源学研究科 
山本 敏哉  豊田市矢作川研究所 
山本 悠介  高知大院農 
山中 智之  北海道大学大学院水産科学院 
山中 康生  愛媛県立長浜高等学校 
山野 歩美  富山大学大学院理工学教育部 
山野 ひとみ  近畿大学大学院農学研究科 
山野上 祐介  東京大学大学院農学生命科学研究科 
山崎 望  琉球大学理学部 
山内 洋紀  東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科 



山崎 裕治  富山大学大学院理工学研究部（理学領域） 
山家 秀信  東京農業大学生物産業学部アクアバイオ学科 
矢野 諭  愛媛大学大学院農学研究科 
安川 泰由  名古屋大学大学院生命農学研究科 
淀 太我  三重大学大学院生物資源学研究科 
横川 浩治  香川県多度津町 
横井 謙一  近畿大学農学部 
横尾 俊博  島根大学汽水域研究センター 
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 
米沢 俊彦  財団法人鹿児島県環境技術協会 
YOON Seung-Un  Faculty of Biological Science, College of Natural Sciences, Chonbuk  
   National University 
吉田 恵太郎  ジェックス（株） 
吉田 清慶  広大 
吉永 周平  宮崎大学大学院農学研究科 
吉野 哲夫  琉球大学理学部海洋自然科学科 
吉郷 英範  中外テクノス 
YOU Min-Jeong Chonbuk National Univ., Korea 
湯口 真実  三重大 
善家 裕太朗  独立行政法人水産大学校 


