
地球惑星科学研究Ⅰ成果発表会（9/24（月）10：00-15：00＠理学部5号館2F大講堂前ロビー）

ポスター番号学生番号 氏名 指導教員名 発表題目

1 22060143 中川尚大 前田仁一郎 日高山脈北部のピパイロ石英モンゾナイト岩脈の岩石学的性質
2 22080037 東山達哉 山本正伸 南極海コアの有機物から推定される過去60万年間の環境変化
3 22080083 外崎　禎緒〈Tonosaki Teo〉 山田　卓司 「KiK-netの地表/地中記録を用いた表層地盤と揺れの増幅率の関係～北海道の場合～」
4 22080136 田中和樹 山下洋平 日本海における蛍光性溶存有機物の分布
5 22080184 佐藤光 鈴木德行 高等植物起源有機物の水素同位体比から見た北海道始新世の大陸水循環
6 22080195 仲本 純平 渡部 重十  ピリカ望遠鏡による天王星大気の観測

7 22080237 左山諒治 伊藤正一 LL3.0-3.1普通コンドライト隕石のマトリクス部における岩石学的研究
8 22080261 両角友喜 杉本敦子 タイガーツンドラ境界における環境傾度と物質循環に対する鍵種の検討
9 22080266 山本篤矢 日置幸介 2011年東北沖地震前兆の葉書アンケート調査とその集計

10 22090007 伊藤　光輝 蓬田　清 T-phaseを用いた津波発生規模の推定
11 22090008 伊藤夏海 マリ・ピトン Narure of ultramafic dykes in the mantle section of the Fiz block, Oman ophiolite.
12 22090014 勝部弘太郎 稲津將 低気圧の位相空間からわかる熱帯低気圧の温帯低気圧化
13 22090027 清水 裕紀 圦本 尚義  Vigarano炭素質隕石中の原始惑星系円盤中において凝縮により形成した難揮発性包有物の3次元形状の復元について

14 22090039 林　歩夢 山崎　孝治 温暖化実験による夏季東アジアの雨季の変化
15 22090044 増田愛美 永井隆哉 ピストンシリンダーを用いたCaTiO3-NaLaTi2O6系ペロブスカイト固溶体の高圧合成
16 22090046 三枝樹慧 沢田健 長鎖ジオール・アルカノエイト古水温指標による古海洋環境変動の復元
17 22090049 宮本拓人 知北和久 融雪に伴う降下浸透機構
18 22090061 岩田友恵 池田隆司 非火山性温泉の特徴と地熱発電の課題について
19 22090069 金子由実 竹下徹 カタクレーサイト化における 流体を介した元素移動と 内陸型地震の準備過程の研究
20 22090081 白幡雄大 古屋正人 西クンルン山脈の山岳氷河表面速度について
21 22090082 園部英俊 小林快次 モンゴル西部タタールのツァガーンツァヴ層（下部白亜系）から産出した脊椎動物糞石の解析
22 22090085 舘林あゆみ 藤吉康志 雲海テラスの予報可能性について
23 22090089 中山　翼 稲津　將 ガーナ周辺における気象解析
24 22090112 今井 正尭 高橋 幸弘 紫外測光観測による金星大気循環周期の時間発展
25 22090127 駒越太郎 渡邊剛 沖ノ鳥島シラナミガイの微細成長構造を用いた台風の復元
26 22090132 島谷　太郎 中川　光弘 札幌岳、空沼岳の火山地質及び岩石学研究
27 22090141 天山隼希 三浦裕行 三笠産未知鉱物について
28 22090142 中島悠貴 日置幸介 マルチパスを用いたGPS潮汐計
29 22090147 浜田諒 三浦裕行 轟石のリートベルト解析
30 22090158 和田さやか 森　済 Campi Flegrei caldera (イタリア)における熱水系による地殻変動
31 22090164 石宮唯博 Marie Python 「オマーンオフィオライト・Khawad岩体におけるペリドタイトの岩石学的特徴」
32 22090178 齊藤敦 古屋正人 SARを用いた北西グリーンランドの氷河流動解析
33 22090182 篠原大地 高橋浩晃 GNSSによる歪み速度を用いた地震発生ポテンシャル評価手法について
34 22090193 中山 陽史 倉本 圭 重力場が示唆する水星の内部構造
35 22090203 前田航志 川野潤 非晶質炭酸カルシウムからの結晶化過程の解析
36 22090206 湊宏司 高橋浩晃 地殻熱流量と地震活動様式の関係について
37 22090212 浅川淳 伊藤正一 有機物質に富んだ南極微隕石の岩石学的研究と水素同位体組成の関係について
38 22090213 芦崎未帆 三寺史夫 海底境界層の影響を含んだ沿岸流の数値実験：宗谷暖流への適用
39 22090215 石橋充子 圦本尚義 流体包有物の水のその場同位体分析法の開発
40 22090227 小谷内祐弥 吉澤和範 日本列島周辺域の実体波及び表面波のジョイントトモグラフィー
41 22090233 島田駿二郎 中川光弘 北海道中央部、十勝火砕流および関連火砕流の研究
42 22090236 高崎竜司 小林快次 ランベオサウルス亜科の恐竜Nipponosaurus sachalinensisの系統位置の再研究
43 22090248 馬場ひかる 佐藤光輝 雷放電励起ホイッスラー波およびそれに伴う電子降下(LFP)のDEMETER衛星による直接観測- Inan et al. [2007] のReview -

44 22090251 増田和孝 石渡 正樹、小高 正嗣数値計算で用いられるスペクトル法の原理

45 22090252 松田岳洋 前田仁一郎 未成熟大陸地殻断面を用いた大陸地殻形成プロセスの研究の意義と到達点：日高地殻断面の研究課題検討
46 22090256 三原 正大 佐藤 光輝 スプライトヘイローに伴うストリーマの発生特性に親雷放電の極性差が与える影響～ Qin et al. [2011]による数値計算結果のレビュー ～

47 22090257 三村慧(ミムラサトル)　 知北和久 氷河の熱収支と質量収支について
48 22090264 市川 悠衣子 高橋 幸弘 ELF帯観測に基づく雷放電特性と台風勢力の関係
49 22090265 一木拓哉 谷本陽一 夏のオホーツク海における、海霧の発生メカニズムの研究
50 22090267 伊藤早織 渡邊剛 スマトラ沖サンゴ骨格を用いた過去の地震の復元
51 22090274 落合　泰大　（Yasuhiro OCHIAI） 池田　隆司 地下水流動系モデルの地質学・地球物理学的アプローチ
52 22090282 佐藤明日花 蓬田清 震源情報によらない緊急地震速報
53 22090284 柴田靖之 村上亮 火山性津波の伝播を計算するための支配方程式について
54 22090292 冨田　克洋 勝俣　啓 Double-Difference震源決定法の原理について
55 22090298 橋本実奈 日置幸介 比較惑星重力学：カウラ定数のスケーリング則
56 22090302 平沢陽子 大島弘光 火山における流体現象
57 22090312 渡辺 健介 倉本 圭 初期地球の気候変動と生命進化


