
 

 

表 14 学会賞等 
 

【学会賞】 

学会等名 受賞名 課題名等 所属・氏名 受賞日 

日本水産学会 学会賞 魚類の性成熟に関する内分泌学的研究 増養殖研 奥澤公一 20/03/28 

日本水産学会 進歩賞 沿岸域における微小動物プランクトン

の動態と微生物食物網での機能に関す

る研究 

本部 神山孝史 20/03/28 

日本水産学会 進歩賞 サンマの齢査定の確立と資源生物学的

研究 
東北水研 巢山哲 20/03/28 

日本水産学会 進歩賞 サケ科魚類の生活史特性と個体群過程

からアプローチした生物資源保全学研

究 

北水研 森田健太郎 20/03/28 

日本水産学会 奨励賞 ニホンウナギの産卵回遊の開始機構に

関する生理生態学的研究 
増養殖研 須藤竜介 20/03/28 

日本水産学会 水産学技術賞 ウナギ生殖腺刺激ホルモンを用いた人

為催熟・採卵技術の高度化とその応用

に関する研究 

増養殖研 風藤行紀 20/03/28 

水産海洋学会 宇田賞 海洋モニタリングとモデリングを融合

した水産海洋研究のための新たな研究

基盤の構築 

北水研 黒田寛 20/03/22 

日本海洋学会 岡田賞 黒潮・対馬暖流域における栄養塩動態

を中心とした低次生態系の解明 
日水研 児玉武稔 19/04/01 

日本魚病学会 研究奨励賞 コイ科魚のヘルペスウイルス病の防除

技術に関する研究 
増養殖研 伊東尚史 20/03/08 

日本魚病学会 学会賞 魚類の生体防御機構及びワクチンの開

発に関する研究 
増養殖研 乙竹充 20/03/08 

日本生態学会 大島賞 サケ科魚類のフィールド研究 北水研 森田健太郎 20/03/07 

日本甲殻類学会 学会賞 Relative growth of pereiopods of the 
megalopa and the early juveniles of 
Portunus trituberculatus (Miers, 1876) 
(Brachyura: Portunidae) 

瀬水研 竹島利 19/10/20 

海洋調査技術学会 若宮賞 功労に対する労い 本部 森永健司 19/11/28 

日本沿岸域学会 出版・文化賞 ブルーカーボン：浅海における CO2 隔

離・貯留とその活用 
瀬水研 堀正和 19/07/19 

農業食料工学会 研究奨励賞 生物生産現場におけるスペクトル拡散

音波の応用に関する研究 
水大校 椎木友朗 19/09/03 

日本環境毒性学会 CERI 賞 漁網用防汚物質および農薬の沿岸域に

おける生態リスク評価 
瀬水研 羽野健志 19/09/26 

 

  



 

 

【論文賞】 

学会等名 受賞名 課題名等 所属・氏名 受賞日 

日本水産学会 論文賞 Evaluation from otolith Sr stable isotope 
ratios of possible juvenile growth areas of 
Japanese eels collected from the West 
Mariana Ridge spawning area 
（産卵場で採集されたニホンウナギ親

魚の耳石 Sr 安定同位体比による成長場

所の推定） 

中央水研 張成年 
中央水研 黒木洋明 

20/03/28 

日本水産学会 論文賞 Geographical variation in spawning 
histories of age-1 Pacific saury Cololabis 
saira in the North Pacific Ocean during 
June and July 
（北太平洋で 6-7 月に採集されたサン

マ 1 歳魚の海域による産卵履歴の違

い） 

東北水研 巣山哲 
東北水研 柴田泰宙 
東北水研 冨士泰期 
東北水研 中神正康 
中央水研 清水昭男 

20/03/28 

日本海洋学会 奨励論文賞 Buoyancy shutdown process for the 
development of the baroclinic jet structure 
of the Soya Warm Current during summer 

北水研 唐木達郎 
北水研 黒田寛 

19/09/27 

水産海洋学会 論文賞 Projections of nutrient supply to a wakame 
(Undaria pinnatifida) seaweed farm on the 
Sanriku Coast of Japan 

東北水研 筧茂穂 
日水研 和川拓 
北水研 黒田寛 

20/03/22 

日仏海洋学会 論文賞 高解像度海洋モデルで表現された富山

湾周辺海域における近慣性内部波･沿岸

捕捉波の発生･伝播過程 

日水研 久賀みづき 
日水研 井桁庸介 
日水研 渡邊達郎 

19/04/17 

【ベストプレゼンテーション賞】 

学会等名 受賞名 課題名等 所属・氏名 受賞日 

日本水産学会 
優秀賞（若手部

門） 
３次元蛍光測定によるヒジキ加工品の

原産地判別法の検討 
中央水研 世古卓也 19/09/09 

日本水産増殖学会 優秀ポスター賞 
分子マーカーを用いた琵琶湖における

ブルーギルの遺伝的集団構造の把握 

増養殖研 岡本裕之 
増養殖研 栗田潤 
本部 藤原篤志 
増養殖研 奥宏海 

19/11/23 

日本珪藻学会 最優秀発表賞 
日本の周辺海域に分布する海産浮遊性

珪藻の水塊指標性の再検討 
東北水研 渡辺剛 19/12/01 

北方圏国際シンポ

ジウム 
青田賞 

Detecting phytoplankton biodiversity and 
appearance patterns: toxic species 

中央水研 長井敏 20/02/19 

日本食品微生物学

会 
優秀発表賞 

機能水を用いた水産物の洗浄効果の検

討 
中央水研 大島千尋 19/11/29 

PICES2019 年次大

会 

Science Board 
Symposium Best 
Oral Presentation 
Award 

Participatory scenario building to conserve 
Cultural Ecosystem Services: The 
possibilities and challenges from a case 
study in Japan 

中央水研 杉本あお

い 
19/10/25 

【学会以外からの個人表彰】 

団体名 受賞名 内容 所属・氏名 受賞日 

ラオス農林研究所 感謝状 
ラオス農林研究所における共同研究活

動への貢献 
北水研 伊藤明 19/04/18 

一般社団法人北海

道発明協会 
北海道知事賞 

幼体移植式藻場造成法（特許 4929267
号） 

瀬水研 伊藤篤 19/10/29 

酵素応用シンポジ

ウム 
研究奨励賞 

魚類や水産加工食品に発生するヒスタ

ミンの酵素による安全な消去法の確立 
水大校 臼井将勝 19/06/14 

 

  


