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■9月4日（金）コアタイム　12：30-13：30 25号館4Fまたは8Fポスター会場

日本地質学会第116年学術大会　講演プログラム（ポスター）

※シンポジウムの講演には（SP），トピックおよび定番セッションの講演には（P）の通し番号がついています．
※講演タイトルはスペースの都合上一部略記版を掲載しています．正しいタイトルは講演要旨集をご覧下さい．

（トピック）ジュラ系＋
P-1
淡路島南西部における上部白亜系和泉層群西淡
層から産するアンモナイト化石・放散虫化石・
有孔虫化石とその意義．吉野恒平・松岡　篤

（定番）地域地質・地域層序
P-5
北海道古丹別地域に分布する上部白亜系函淵
層．辻野泰之
P-6
北海道奥新冠地域に分布する前期白亜紀付加体
の古地磁気．伊藤康人・藤原知美・玉置真知
子・植田勇人
P-7
道東　根釧台地沖陸棚・大陸斜面の層序．辻
野匠・野田　篤・川村喜一郎・本山　功・佐々
木智之・柳沢幸夫
P-8
秋田県南部，百宅火山岩の層序．深井勇年・山
本正継
P-9
南部北上帯津谷地域の下部三畳系平磯層の堆積
環境と化石床の変化．松本拓也
P-10
更新統三ツ沢川層のテフラのFT年代．立石
良・小坂英輝・鎌滝孝信・三輪敦志・儘田
豊・今泉俊文
P-11
岩手県奥州市西部～一関市西部に分布する新第
三系の層序および地質構造の再検討．内田淳
一・渡邊貴央・三輪敦志・鎌滝孝信・小坂英
輝・儘田　豊・嶋田智恵子
P-12
仙台平野中部の海成上部中新統のFTおよび珪
藻年代．柳沢幸夫・藤原　治・檀原　徹
P-13
関東山地東部，横瀬町～名栗地域の秩父累帯．
加藤　潔
P-14
野田図幅地域の更新統下総層群．中澤　努・中
里裕臣
P-15
神奈川県大磯丘陵鷹取山に分布する谷戸層につ
いて．小田原　啓
P-16
葉山隆起帯南方に隣接するボーリング孔で確認
された三浦層群・葉山層群境界部の微化石年
代．濱田崇臣・近藤浩文
P-17
フィッション・トラック法から推定される葉山
層群の堆積年代．伊藤久敏・三和　公

P-18
５万分の１地質図幅「加茂」地域（新潟県蒲原
山地）に分布する足尾帯の地質と付加年代．内
野隆之・堀　利栄
P-19
地質図幅「伊勢」と細粒苦鉄質岩．西岡芳晴・
中江訓・竹内圭史・坂野靖行・水野清秀・尾崎
正紀・中島　礼・実松健造・名和一成・駒澤正
夫
P-20
和歌山県湯浅地域の下部白亜系西広層の河川成
堆積物およびその古流向と砕屑物供給源．加瀬
善洋・前島　渉
P-21
兵庫県三田盆地の古第三紀神戸層群吉川累層に
挟在する含カミングトン閃石凝灰岩．谷　保孝
P-22
白亜紀作東コールドロンの地質構造と重力異
常．尾嵜聡史・小室裕明
P-23
白亜紀二上山コールドロン北部の火砕岩類と地
質構造．小山　薫・野�あずさ・小室裕明・亀
井敦志
P-24
和久羅山デイサイトと松江層玄武岩の地質学
的・岩石化学的研究．佐藤大介・坪田智行・松
本一郎
P-25
大山中部火山灰層，大山倉吉軽石層（DKP）
の鉱物・記載岩石学的性質の上下変化．小滝篤
夫
P-26
島根県西部先ジュラ紀泥質メランジ地帯からの
巨大蛇紋岩塊の発見．清水祐也・松本一郎・石
賀裕明
P-27
佐賀県嘉瀬川ダム基礎に分布する花崗岩質岩の
多様な岩相．石坂岳士・大和田正明・角縁
進・中島　修
P-28
熊本県八代山地東域の下部白亜系袈裟堂層の
地質学的意義について．田中　均・本多栄喜・
利光誠一・高橋　努
P-29

「八代」図幅南部の火山岩類と火砕流の給源．
宝田晋治・水野清秀・星住英夫・阪口圭一
P-30
20万分の１地質図幅「八代及び野母崎の一部」
の編纂．斎藤　眞・宝田晋治・利光誠一・水野
清秀・宮崎一博・星住英夫・濱崎聡志・阪口圭
一・大野哲二・村田泰章
P-31

沖縄県北大東島に分布する炭酸塩岩のSr同位
体比年代．高柳栄子・中山裕樹・石川剛志・永
石一弥・井龍康文
P-32
ポンダウン層のフィッショントラック年代．鍔
本武久・ジンマウン　マウンテイン・鈴木寿
志・マウン　マウン・岩野英樹・檀原　徹・高
井正成
P-33
中央ネパール，ジョムソン－マナン地域におけ
る三畳系テチス堆積物の年代層序．大友和夫・
永広昌之・吉田孝紀・川村寿郎・鈴木茂之・
Dhital Megh Raj

（定番）テクトニクス
P-93
インドチャイナ地塊の古生代後期－中生代の北
上過程：古地磁気学的証拠．宇野康司・川面聡
一郎・久田健一郎・上野勝美・鎌田祥仁・原
英俊・藤川将之・Titima Charoentitirat・
Punya Charusiri・Vichai Chutakositkanon
P-94
小断層から推定される天草上島地域の新生代構
造発達史．藤内智士・芦寿一郎
P-95
GPS観測と小断層解析を用いた応力変遷；北海
道北部幌延地域の例．常盤哲也・浅森浩一・石
井英一・舟木泰智
P-96
ヘリウム同位体による未知の活断層の検出．梅
田浩司・二ノ宮　淳
P-97
横ずれ断層の変位に伴う岩盤の３次元変形過
程－ヘリカルX線CTを用いた断層変位実験に
よる検討－．上田圭一
P-98
四国西部，白亜系和泉層群の堆積盆形成に関す
る擬似モデル実験．和田達也・宮田隆夫
P-99
六甲山地東部・芦屋断層から分岐する八幡谷断
層とそれに沿う堆積物の分布．甲藤寛之・宮田
隆夫
P-100
京都府北部，上林川断層の新期活動．山根
博・岩森暁如・玉田潤一郎・金谷賢生・亀高正
男・梅田孝行・斉藤　勝・松場康二・東　篤
義・杉森辰次・魚住誠司・松井和夫・桑島靖枝
P-101
南－中央アルプス横断地震探査による中部日本
地殻構造解明中間報告（1）：外帯．村田和則・
駒田希充・早川　信・津村紀子・狩野謙一・佐
藤利典・宮内崇裕・小嶋　智・岩崎貴哉・池田

安隆・佐藤比呂志・阿部信太郎・三宅康幸・大
塚　勉・山北　聡・深畑幸俊・河本和朗・金田
平太郎・溝畑茂治・阿部　進
P-102
南－中央アルプス横断地震探査による中部日本
地殻構造解明中間報告（2）：内帯．駒田希充・
早川　信・村田和則・津村紀子・狩野謙一・佐
藤利典・宮内崇裕・小嶋　智・岩崎貴哉・池田
安隆・佐藤比呂志・平田　直・阿部信太郎・三
宅康幸・大塚　勉・山北　聡・深畑幸俊・河本
和朗・金田平太郎・川中　卓・須田茂幸・溝畑
茂治・阿部　進
P-103
木曽山地東麓駒ヶ根地域における大規模断層破
砕帯．山田　友
P-104
新潟県中越，宮沢ルートにおける鳥越断層露頭
の構造解析．田中麻衣・小林健太
P-105
北上山地古期岩類のLA-ICP-MS U-Pbジルコン
年代．下條将徳・大藤　茂・吉松一橋・柳井
修

（定番）ノンテクットニック構造
P-106
メタンハイドレートを疑わせる変形構造と脱水
構造．佐々木政和・宮田雄一郎
P-107
岩手・宮城内陸地震の荒砥沢ダム崩壊の偏光顕
微鏡写真分析．大角恒雄

（定番）変成岩とテクトニクス
P-136
四国中央部，三波川変成帯中の五良津西部岩体
エクロジャイトの変成作用．平下奈奈・高須
晃
P-137
四国中央部別子地域三波川変成帯五良津東部岩
体の変成P-T経路．岡本康亜・高須　晃・櫻井
剛
P-138
四国三波川帯・西五良津岩体のP-T-t経路：チ
タナイトを含む鉱物共生からの制約．遠藤俊
祐・ウォリス　サイモン
P-139
四国新宮地域に産する地殻－マントル捕獲岩か
ら読み取るユーラシア大陸東縁の熱構造．水上
知行
P-140
三波川帯・汗見川地域の大規模褶曲．森
宏・ウォリス　サイモン
P-141
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■9月4日（金）コアタイム　12：30-13：30 25号館4Fまたは8Fポスター会場

※シンポジウムの講演には（SP），トピックおよび定番セッションの講演には（P）の通し番号がついています．
※講演タイトルはスペースの都合上一部略記版を掲載しています．正しいタイトルは講演要旨集をご覧下さい．

下松～柳井地域の領家変成帯の変成分帯と温度
圧力条件．菅原　雄・池田　剛
P-142
山鹿はんれい岩体の構成岩類とその化学組成．
宮本知治・榎原　彩
P-143
月蔵山変成岩．小野　晃
P-144
磁気ダイポール異常を示す西南日本外帯蛇紋岩
の組織と磁気特性．山口はるか・平内健一・木
戸ゆかり
P-145
東南極リュッツホルム岩体超塩基性岩のザクロ
石－普通角閃石コロナ．池田　剛
P-146
南インドMadurai岩体北部に産出する含コラン
ダム黒雲母片麻岩の温度圧力履歴．角替敏昭・
西宮ゆき・M. Santosh
P-147
南インドMadurai岩体北部の高度変成岩にみら
れるコロナ組織：高圧変成作用からの減圧の証
拠．清水恒子・角替敏昭・M. Santosh
P-148
南インドのゴンドワナ縫合帯の沈み込み－大陸
衝突過程．佐藤　桂・M. Santosh・角替敏昭・
平田岳史
P-149
チェコ共和国・ボヘミア山塊の藍晶石エクロ
ジャイト中のSr硫酸化物．中村大輔・小林記
之・スフォイッカ　マルチン・平島崇男
P-150
コクチェタフ超高圧変成炭酸塩岩中のダイヤモ
ンド包有ザクロ石の顕微ラマンマッピング．寺
林優・佐藤秀一・岡本和明・小澤大成
P-151
北アメリカ南西部Knippa及びKilbourne Hole
かんらん岩捕獲岩の構造岩石学的特徴．佐津川
貴子・道林克禎・Stern Robert J.・Raye
Urmidola・Anthony Elizabeth Y.
P-152
地殻流体からのシリカ鉱物析出速度．最首花
恵・岡本　敦・平野伸夫・土屋範芳
P-153
高温高圧実験による石英の結晶成長過程の研
究．井元　恒・道林克禎
P-154
低温型・高温型蛇紋石の相対強度実験．平内健
一・片山郁夫

（定番）応用地質学一般
P-182
堆積岩中における割れ目の形成過程に基づく高

透水部の連続方向の推定：北海道北部，幌延地
域の珪質泥岩の例．石井英一・平賀正人・藪内
聡・横田秀晴・古澤　明
P-183
浅層ボーリング孔で観測された地下水位と地質
構造の地下水流動への影響に関する一考察．横
田秀晴・山本陽一・前川恵輔
P-184
湖沼性鳥趾状デルタから破堤ローブを伴うベッ
ドロード河川への変遷：京都南部，木津川下流
域の地表・地下地質の解析．伊藤有加・増田富
士雄
P-185
地中レーダで甲陽断層に沿う旧河川のオフセッ
トをさぐる．平井絢子・宮田隆夫・苦瓜泰秀

（定番）第四紀地質
P-192
埼玉県芝川低地の沖積層層序．小松原純子・中
島　礼
P-193
ため池底質に含まれる球状炭化粒子を用いた大
気汚染履歴の解明．加藤孝和・金井篤史・北瀬

（村上）晶子・香村一夫
P-194
デジタルX線センサーを利用した密度解析．宮
地良典・稲崎富士・中西利典・田辺　晋
P-195
野尻湖柱状試料の粒度プロファイルから見た湖
水面変動．中村祐貴・井内美郎・中西俊貴・滝
口　健・青木優作・近藤洋一・井上卓彦・菅井
一磨
P-196
琵琶湖湖底表層堆積物の生物源シリカ含有率か
ら復元した過去の気候変動．中西俊貴・井内美
郎・岩本直哉・相沢育美・天野敦子
P-197
島根県大橋川における現生底生有孔虫群の分布
と宍道湖－中海水系の同化石群への適用．高田
裕行・瀬戸浩二・倉田健悟・野村律夫・Boo-
Keun KHIM 
P-198
三重県志摩半島における古津波堆積物調査．藤
野滋弘・木村治夫・宍倉正展・小松原純子・澤
井祐紀・行谷佑一
P-199
松山平野下の第四系上部に挟在する火山灰質堆
積物中の火山ガラスの化学組成．高倉清香・榊
原正幸
P-200
1792年島原大変津波がもたらした環境インパク
ト．市原季彦・下山正一

P-201
石英中の不純物中心のESR信号を用いた風送塵
起源地の分別．豊田　新・山本裕哉・磯崎裕
子・Youbin Sun・多田隆治・長島佳菜・谷
篤史・五十嵐康人




