
令和 3年度日本水産学会春季大会

令和 3 年度日本水産学会春季大会の研究発表およびシンポジウムは，3 月 26 日（金）から 3

月 29 日（月）まで，オンラインにより，春季大会ホームページ上に掲載されたプログラムによ

り開催いたしました。

なお，研究発表に関する変更ならびに各講演の座長氏名は下記の通りです。

記

発表取消

講演番号 142 サクラマスの海洋生活期における成長様式の地域変異

○福井 翔・大熊一正・長谷川 功（水産機構資源研）

講演番号 SDG8 You don’t know what you’ve got until it’s gone – the role of eDNA and 

biomonitoring in halting biodiversity loss

○William Perry（Bangor Univ.）・Mathew Seymour（Swedish University of Agricultural 

Science）・Ifan Jams（Cardiff University）・Luisa Orsini（University of Birmingham）・

Kristy Deiner（ETH Zürich）・Gary Carvalho（Bangor Univ.）・Jack Cosby（UK Centre for 

Ecology and Hydrology）・John Colbourne（University of Birmingham）・Isabelle Durance

（Cardiff University）・Simon Creer（Bangor Univ.）

講演時間の変更

3 月 27 日（金）第 6 会場 講演番号 605 → 11:40-11:55

3 月 28 日（土）第 4 会場 講演番号 432 → 16:25-16:40

3 月 28 日（土）第 4 会場 講演番号 433 → 16:10-16:25



座長名一覧表

第1会場 第5会場
講演番号 氏名 所属 講演番号 氏名 所属
101-104 松下吉樹 長崎大学 501-504 團 重樹 東京海洋大学
105-108 山崎慎太郎 水研機構 水産技術研究所 505-507 横山佐一郎 鹿児島大学
109-112 梶川和武 水研機構 水産大学校 508-511 佐藤敦一 道総研さけます・内水試
113-116 江幡恵吾 鹿児島大学 512-515 遠藤雅人 東京海洋大学
117-120 毛利雅彦 水研機構 水産大学校 516-519 中本正俊 東京海洋大学
121-123 内田圭一 東京海洋大学 520-523 小山 喬 長崎大学
124-127 長谷川浩平 北海道大学 524-527 宇治 督 水研機構
128-131 甘糟和男 東京海洋大学 528-530 菊池 潔 東京大学
132-135 貞安一廣 水研機構 531-534 遠藤雅人 東京海洋大学
136-139 長谷川功 水研機構 水産資源研究所 535-538 芳賀 穣 東京海洋大学
140-141 市野川桃子 水研機構

第6会場
第2会場 講演番号 氏名 所属
講演番号 氏名 所属 601-604 引間順一 宮崎大学
201-204 清水宗敬 北海道大学 605-608 田角聡志 鹿児島大学
205-208 山口寿哉 水研機構 水産技術研究所 609-612 杣本智軌 九州大学
209-212 山本直之 名古屋大学 613-615 長澤貴宏 九州大学
213-216 奥澤公一 水研機構 水産技術研究所 616-619 小山寬喜 東京海洋大学
217-220 横井勇人 東北大学 620-623 舩原大輔 三重大学
221-222 北野 健 熊本大学 624-627 木下滋晴 東大院農
223-226 岩田繁英 東京海洋大学 628-631 尾島孝男 北海道大学
227-230 竹村紫苑 水研機構 水産資源研究所 632-634 横山芳博 福井県立大学
231-234 福岡拓也 東京大学 635-636 長阪玲子 東京海洋大学
235-238 松田圭史 水研機構 水産技術研究所

第7会場
第3会場 講演番号 氏名 所属
講演番号 氏名 所属 701-704 谷口亮人 近畿大学
301-304 山下 洋 京都大学 705-708 池田有里 北里大学
305-308 三田村啓理 京都大学 709-711 伊藤克敏 水研機構 水産技術研究所
309-312 秋山清二 東京海洋大学 712-715 嶋田陽一 水研機構 水産大学校
313-316 鈴木直樹 東京海洋大学 716-719 大嶋雄治 九州大学
317-320 宮下和士 北海道大学 720-723 寺原 猛 東京海洋大学
321-324 吉岡 基 三重大学 724-726 寺原 猛 東京海洋大学
325-328 中村 玄 東京海洋大学 727-730 小原静夏 広島大学
329-332 池田 譲 琉球大学 SDG1-4 廣野育生 東京海洋大学
333-336 池田 実 東北大学 SDG5-7 萩原篤志 長崎大学
337-340 團 重樹 東京海洋大学 SDG9-12 筒井繁行 北里大学
341-344 河邊 玲 長崎大学 SDG12-15 横田賢史 東京海洋大学

第4会場 第8会場
講演番号 氏名 所属 講演番号 氏名 所属
401-404 長阪玲子 東京海洋大学 801-804 岡田 茂 東京大学
405-408 市川 稜 静岡県水産技術研究所 805-808 神尾道也 東京海洋大学
409-412 石村学志 岩手大学 809-812 酒井隆一 北海道大学
413-416 大石太郎 東京海洋大学 813-816 長島裕二 新潟食糧農業大学
417-419 八木信行 東京大学 817-820 髙橋希元 東京海洋大学
420-423 望岡典隆 九州大学 821-824 福島英登 日本大学
424-425 近藤秀裕 東京海洋大学 825-828 安藤正史 近畿大学
426-429 益田玲爾 京都大学 829-832 小林武志 東京海洋大学
430-433 紫加田知幸 水研機構 水産技術研究所 833-836 木村郁夫 鹿児島大学
434-437 二羽恭介 海洋大 837-840 松川雅仁 福井県立大学

841-842 大迫一史 東京海洋大学


