
会場：ELSI-1, MISHIMA-Hall   発表：１７分　質疑応答：８分 地球惑星科学コース
順番 氏　名

10:00 - 10:25 1 谷口 啓悟
Theoretical study of climates on Earth-like and tidally locked planets around the outer edge of the habitable zone
（潮汐固定された地球型惑星の気候およびハビタブルゾーン外側境界に関する理論的研究）

10:30 - 10:55 2 佐藤　匠
Chemical analysis of Oman ophiolite to understand Elemental mobilization during the weathering of serpentinite
（蛇紋岩風化作用における元素の移動の理解に向けたオマーンオフィオライトの化学的分析）

11:00 - 11:25 3 西山 佳範
Reasonable spatial heterogeneity of friction on earthquake faults
（地震断層における妥当な摩擦の不均質性）

11:30 - 11:55 4 小野 歩
Testing the shadow scenario for Jupiter formation with simultaneous calculations of the solar nebula’s thermal structure and dust evolution
(円盤温度構造とダスト成長の同時進化計算による木星形成の影シナリオの検証)

13:00 - 13:25 5 榎本 晴日
Effects of magnetic flux transport on the evolution of magnetohydrodynamically accreting protoplanetary disks
(磁気流体力学的に降着する原始惑星系円盤の進化に対する磁束輸送の効果)

13:30 - 13:55 6 細井 雄大郎
Analysis of HIDES-F Astro-Comb spectra for high-precision radial-velocity measurements
(HIDES-F における高精度視線速度測定のための天文コムの解析)

14:00 - 14:25 7 入江 剛毅
Variations of Source Duration for Small to Moderate Earthquakes
(中小規模地震の破壊継続時間のばらつき)

14:30 - 14:55 8 西川 慶次
Geochemical Study on Martian Meteorites: Implications from Chromium Isotope Analysis
(クロム同位体分析による火星隕石の地球化学的研究)

15:10 - 15:35 9 鈴木 萌
The lunar core formation modeling to understand the composition and the origin of the Moon
（月のコア形成モデリング：月の組成と起源の理解）

15:40 - 16:05 10 大熊 悠介
Determination of Cr and Ti isotopic compositions in chondrites with an alkali fusion digestion method
(アルカリ融解法によるコンドライトの Cr および Ti 同位体分析)

16:10 - 16:35 11 花見 卓也
Study of Magnetic Field Strength Variability in Mid-to-Late M dwarfs Based on Near-Infrared Spectra Obtained by the Subaru/IRD Survey
（すばる/IRD の近赤外スペクトルを用いた中期・晩期 M 型星の磁場強度変動に関する研究）

16:40 - 17:05 12 近藤 克
Snow line migration driven by the coevolution of dust and temperature structure in magnetically accreting protoplanetary disks
(磁気降着円盤におけるダストと温度構造の共進化が駆動するスノーライン移動)

順番 氏　名

10:00 - 10:25 13 若林 春那
Stable isotope analysis of organic acids in Hakuba Happo hot spring
(白馬八方温泉における有機酸の安定同位体分析）

10:30 - 10:55 14 田村 俊樹
Elucidation of the Cause of Geomagnetic Fluctuation in Kusatsu-Shirane Volcano
（草津白根火山で観測された地磁気変動の原因に関する研究）

11:00 - 11:25 15 野崎 舜介
Gas hydrate substitution as formation mechanism of small lakes on Titan
（ガスハイドレート置換によるタイタンの湖地形の成因）

日時

2月2日
（Thu）
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日時
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12：00-13：00 昼休み（60分）

14：55-15：10 休憩（15分）


