
令和 4年度日本水産学会春季大会

令和 4 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（土）から 3

月 29 日（火）までオンラインで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 116 市場取引データの資源解析・管理への課題と応用: 地域漁獲ポートフォリ

オの水平統合解析展開

○石村学志（岩手大農）・阿部景太（ノルウェー経済大応用研究所）・中村洸介

（岩手大院）・金澤海斗（岩手大農）

講演番号 334 宮城県気仙沼市舞根湾におけるスズキの移動に要するエネルギー消費量

と行動時間割合に関する研究

○岩本健人（東大院農）・畠山 信（森は海の恋人）・佐藤克文（東大大気海洋研）

講演番号 436 Ending Poverty through Entrepreneurship in Fisheries and Aquaculture

○S. A. Omitoyin (University of Ibadan)



講演番号 氏名 所属 講演番号 氏名 所属

101–103 鈴木大智 水研機構　開発調査センター 401–402 田村典江 総合地球環境学研究所

104–105 大島達樹 水研機構　開発調査センター 403–404 岩田繫英 東京海洋大学

106–107 山崎恵市 水研機構　開発調査センター 405–408 八木信行 東京大学

108–109 長谷川浩平 北海道大学 409–411 阪井裕太郎 東京大学

110–112 東海　正 東京海洋大学 412–413 岩田繫英 東京海洋大学

113–114 冨山　毅 広島大学 414–417 大石太郎 東京海洋大学

115 山川　卓 東京大学 418–421 壁谷尚樹 東京海洋大学

117–118 林崎健一 北里大学 422–425 芳賀　穣 東京海洋大学

119–121 鈴木勇人 水研機構　水産資源研究所 426–430 木下滋晴 東京大学

122–123 栗田　豊 水研機構　水産資源研究所 431–435 井上広滋 東京大学

124–125 橋本　緑 水研機構　水産資源研究所

126–127 池田　実 東北大学

128–130 米山和良 北海道大学 講演番号 氏名 所属

501–505 深田陽久 高知大学

506–509 益本俊郎 高知大学

講演番号 氏名 所属 510–514 平瀬祥太朗 東京大学

201–204 藤井豊展 東北大学 515–518 清水宗敬 北海道大学

205–208 山下　洋 京都大学 519–522 渡邊　俊 近畿大学

209–213 征矢野　清 長崎大学 523–526 阪倉良孝 長崎大学

214–218 奥澤公一 水研機構　水産技術研究所 527–530 矢澤良輔 東京海洋大学

219–222 小林牧人 国際基督教大学 531–534 細谷　将 東京大学

223–226 竹村明洋 琉球大学 535–538 吉川壮太 長崎県総合水産試験場

227–230 水澤寛太 北里大学

231–235 三谷曜子 京都大学

236–240 奥山隼一 水研機構　水産技術研究所 講演番号 氏名 所属

241 小島隆人 日本大学 601–604 瀧澤文雄 福井県立大学

242–244 間野伸宏 日本大学 605–608 近藤秀裕 東京海洋大学

609–612 引間順一 宮崎大学

613–616 大谷真紀 福井県立大学

講演番号 氏名 所属 617–618 木下滋晴 東京大学

301–303 時岡　駿 水研機構　水産資源研究所 619–622 岸村栄毅 北大院水

304–305 池田　譲 琉球大学 623–626 柿沼　誠 三重大学

306–307 高須賀明典 東京大学 627–630 舩原大輔 三重大学

308–309 片山亜優 宮城大学 631–634 別府史章 北海道大学

310–312 松本有記雄 国際農林水産業研究センター 635–637 浅川修一 東京大学

313–314 三田村啓理 京都大学

315–317 米崎史郎 水研機構　水産資源研究所

318–319 渡邊　俊 近畿大学 講演番号 氏名 所属

320–322 松重一輝 九州大学 701–705 島崎洋平 九州大学

323–325 田中庸介 水研機構　水産資源研究所 706–709 北辻さほ 水研機構　水産技術研究所

326–327 卜部浩一 道総研　さけます・内水試 710–713 松本拓也 県立広島大学

328–329 八谷三和 水研機構　水産資源研究所 714–717 笠井亮秀 北海道大学

330–332 千村昌之 水研機構　水産資源研究所 718–722 多田邦尚 香川大学

333 高木淳一 国立極地研究所 723–727 鈴木信雄 金沢大学

335–337 笠井亮秀 北海道大学

338–340 北川貴士 東京大学

341–342 岩田容子 東京大学 講演番号 氏名 所属

343–345 大泉　宏 東海大学 801–804 清水　裕 北海道大学

346–347 市川光太郎 京都大学 805–807 大迫一史 東京海洋大学

348–349 西澤秀明 京都大学 808–811 小南友里 東京大学

812–815 渡部終五 北里大学

816–819 小倉立己 慶應義塾大学

820–823 守谷圭介 道総研　釧路水産試験場

824–827 沖野龍文 北海道大学

828–831 藤田雅紀 北海道大学

832–834 山下まり 東北大学

835–837 神尾道也 東京海洋大学

838–840 長　由扶子 東北大学
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