
■口頭発表用プログラム

講演番号
（行事委員会記入）

受付番号 通番 開始時 タイトル（和） 発表者全員の氏名（和）
著者名のみ{所属は記載しない}）
※発表者氏名は太字

タイトル（英） 発表者全員の氏名（英）
著者名のみ{所属は記載しない}）
※発表者氏名は太字

口頭 or
ポスター

招待講演者

T6-O-1

100487 1 8:45

ジルコンのU-Pb年代測定による造山帯砂岩
研究： 顕生代日本弧-海溝系の例

磯崎行雄 Studies on orogenic sandstones by dating
detrital zircon U-Pb ages: an example of
Phanerozoic arc-trench system in Japan

Yukio ISOZAKI

口頭 

T6-O-2

100025 2 9:00
日立カンブリア系の帰属から日本海が開く前
の東北日本弧の古地理を考察する

田切美智雄・堀江憲路・足立達朗

Paleogeographic consideration to the
basement of the Northeast Japan Arc before
the opening of the Japan Sea from the
viewpoint of the belonging of the Hitachi
Cambrian.

Michio TAGIRI・Kenji HORIE・Tatsuro
ADACHI

口頭

T6-O-3

100379 3 9:15
北海道東部地域に見られる屈曲構造の形成
時期について

片桐貴浩・大林秀行・成瀬元・石川
尚人・平田岳史・金松敏也

Formation age of the bending structure in
eastern Hokkaido, northern Japan

Takahiro KATAGIRI・Hideyuki
OHBAYASHI・Hajime NARUSE・Naoto
ISHIKAWA・Takafumi HIRATA・Toshiya
KANAMATSU

口頭

T6-O-4

100078

4

9:30

LA-ICP-MS U-Pb zircon ages of the
Nakanogawa Group in the southern Hidaka
belt and implications for its provenance and
protolith of the Hidaka metamorphic rocks

Nanayama Futoshi・Takahashi
Yutaka・Yamasaki Toru・Nakagawa
Mitsuru・Iwano Hideki・Danhara
Tohru

LA-ICP-MS U-Pb zircon ages of the
Nakanogawa Group in the southern Hidaka
belt and implications for its provenance and
protolith of the Hidaka metamorphic rocks

Nanayama Futoshi・Takahashi Yutaka・
Yamasaki Toru・Nakagawa Mitsuru・Iwano
Hideki・Danhara Tohru 口頭 

T6-O-5

100055 5 9:45

砕屑性ジルコンが示す白亜紀中-後期日本の
構造浸食作用の実態

青木一勝・磯崎行雄・坂田周平・佐
藤友彦・山本伸次・平田岳史

Actual conditions of Tectonic erosion in the
middle-Late Cretaceous Japan inferred from
detrital zircon geochronology

Kazumasa AOKI・Yukio ISOZAKI・Shuhei
SAKATA・Tomohiko SATO・Shinji
YAMAMOTO・Takafumi HIRATA

口頭 

T6-O-6

100227 6 10:00

隠岐帯の南限か？：大山南西麓、溝口地域に
露出する片麻岩類のジルコンU-Pb年代

堤　之恭・寺林　優・磯崎行雄 The southern margin of the Oki belt?: Zircon

U-Pb dating of gneisses in Mizokuchi area,

southeast of Mt. Daisen.

Yukiyasu TSUTSUMI・Masaru
TERABAYASHI・Yukio ISOZAKI 口頭 

招待

T6-O-7

100332 7 10:15
ジルコン単結晶をもちいた古地磁気-包有物
分析の試み： 丹沢トーナル岩を例に

山本伸次・佐藤雅彦・山本裕二・大
野正夫・綱川秀夫

Mineral inclusions and magnetic properties of
single zircon crystals from the Tanzawa
tonalitic pluton

Shinji YAMAMOTO・Masahiko SATO・Yuji
YAMAMOTO・Masao OHNO・Hideo
YSUNAKAWA

口頭 

T6-O-8

100456 8 10:30

レーザーアブレーションICP質量分析法による
砕屑性ジルコン分析の技術的進展

坂田周平・大野　剛・大林秀行・平田
岳史

Technical improvement on in-situ analysis of
detrital zircon using laser ablation ICP mass
spectrometry

Shuhei SAKATA・Takeshi OHNO・
Hideyuki OHBAYASHI・Takafumi HIRATA 口頭 

招待

■ポスター発表用プログラム

講演番号
（行事委員会記
入）

受付番号 通番 タイトル（和） 発表者全員の氏名（和）
著者名のみ{所属は記載しない}）
※発表者氏名は太字

タイトル（英） 発表者全員の氏名（英）
著者名のみ{所属は記載しない}）
※発表者氏名は太字

口頭 or
ポスター

ポスター賞への
エントリー

9月１１日(日) コアタイム13：00-14：20　3号館5階ポスター会場

セッション名：T6 日本列島の構造発達史再考

世話人：　磯崎行雄 (isozaki@ea.c.u-tokyo.ac.jp)・青木一勝

セッション名：T6 日本列島の構造発達史再考

世話人：　磯崎行雄 (isozaki@ea.c.u-tokyo.ac.jp)・青木一勝

9月11日(日) 8：45-10：30　N302会場

座長：1-4 青木一勝，5-8　磯崎行雄 ／　Chairs: Kazumasa AOKI (1-4), Yukio ISOZAKI (5-8)，



T6-P-1
100533

1 ジルコンのカソードルミネッセンスを用いた放
射線損傷の評価

土屋裕太・鹿山雅裕・西戸裕嗣・能
美洋介

Evaluation of radiation damage using a
cathodoluminescence of zircon

Yuta TSUCHIYA・Masahiro KAYAMA・
Hirotsugu NISHIDO・Yousuke NOUMI

ポスター

T6-P-2

100576 2
東北地方白亜系砂岩の砕屑性ジルコンU-Pb
年代測定

梅村祐介・磯崎行雄・堤之恭

U-Pb dating of detrital zircon from
Cretaceous sandstones in NE Honshu:
provenance analysis for sedimentary basins in
arc-trench system.

Umemura YUSUKE・yukio ISOZAKI・
Yukiyasu TSUTSUMI

ポスター エントリーする

T6-P-3

100485 3
古生代中葉日本の弧-海溝系の破片：高知県
西部の黒瀬川帯の花崗岩と砂岩のジルコン
U-Pb年代測定

長谷川遼・磯崎行雄・堤之恭・安井
敏夫

Fragments of arc-trench system in mid-
Paleozoic Japan: zircon U-Pb dating of
granitoid and sandstone from the Kurosegawa
belt in western Kochi prefecture.

Ryo HASEGAWA・Yukio ISOZAKI・
Yukiyasu TSUTSUMI・Toshio YASUI

ポスター エントリーする

T6-P-4

100239 4

東京都日の出町坂本地域の黒瀬川帯蛇紋岩
メランジュ中の430-450 Ma花崗岩類ブロック

沢田　輝・磯崎行雄・坂田周平 430-450 Ma granitoid blocks in serpentinite
melange of the Kurosegawa belt in the Kanto
Mountains

Hikaru SAWADA・Yukio ISOZAKI・Shuhei
SAKATA ポスター

エントリーする


