
宇都宮大学農学部生物生産科学科　植物生産学コース　地質学研究室（酒井豊三郎先生，相田吉昭)

平成８年度(1997.03卒)

平成９年 農・植物コース 今成　聡
宇都宮大学農学部附属農場水田暗きょ排水中の硝酸態窒素（NH3-N）濃度と施肥・
土壌の物理性との関係

平成９年 農・植物コース 刈部　秀一 高根沢町鷺ノ谷における関東ローム層の粘土鉱物の層位的変化

平成９年 農・森林科学 山形大・理・院 松井(藤井)可奈美

平成９年 教育・地学 五十川　淳一
葛生町箕輪地区の中・古生界と放散虫化石　ー特に三畳系下部の層状チャート層に
ついてー

平成９年 教育・地学 大高　真由美
葛生町箕輪地区の中・古生界と放散虫化石　ー特に三畳系中部の層状チャート層に
ついてー

平成９年 教育・地学 内田　健太郎
葛生町箕輪地区の中・古生界と放散虫化石　ー特に石灰岩をおおう泥岩層につい
てー

平成９年度 （1998．03卒）

平成１０年 教育・地学 中島　裕司 葛生町大釜地域の三畳系も堆積岩的研究

平成１０年 教育・地学 岡本　直人 田沼町南東部・唐沢山付近に分布する下部三畳系について

平成１０年 農・植物コース 舘野　雅美 宝積寺台地北部に分布するクロボク土中の植物珪酸体

平成１０年度 （1999．03卒）

平成１１年 農・植物コース   渡部　有紀 益子町高館山から産出するジュラ紀放散虫化石について

平成１3年(2001) 農・院・修士 渡部　有紀 高知県西部の上部ジュラ系から産する放散虫化石

平成１１年 農・植物コース   奥田　英人 足尾山地，葛生町箕輪地区の中部三畳系層状チャートに挟まれる砂岩について

平成１3年(2001) 農・院・修士 奥田　英人 箕輪地区（栃木県葛生町）の三畳系チャートに挟在する含礫砂岩層形成に係る研究

平成１１年 教育・地学 五十嵐　俊光 最終氷河期以降の黒潮流路変遷

平成１１年 教育・地学 　　 　 黒崎　要子 ニュージーランドのウルロア層から産出する放散虫化石について

平成１3年(2001) 教育・修士 黒崎　要子 ニュージーランド産ジュラ紀中期放散虫化石群集の研究

平成１１年度 (2000.03卒)

平成１２年 教育・地学 岡田　卓也 鹿沼市草久周辺の先第三系について

平成１２年 農・植物コース 　 　 知公　寿人

平成１３年(2002) 農・院・修士 知公　寿人 三畳紀前・中期放散虫の研究

平成１２年 農・植物コース 佐々木　友博

平成１２年 農・植物コース 細川　力

平成１２年 教育・地学 加納　真樹 千葉県銚子地域における放散虫化石と古環境変動

平成１２年 教育・地学 斎藤　美香 ODP Leg 181 Hole 1124A 及び　Hole 1124B から産出する放散虫化石

平成１２年 教育・地学 渡辺　優梨 東京農工大学演習林下部三畳系断面の上部から産する放散虫群

平成１２年 教育・地学 平成１4年(2002) 教育・修士 松本　浩之 マルチメディアに対応した地質学教材の研究開発

平成１２年度 (2001.03卒)

平成１３年 農・植物コース 　 三木　唯士 ODP Leg 181,Site 1120から産出する放散虫化石について

平成１３年 教育・地学 平成14年（2002） 農・院・ 矢野　健一 白亜紀後期，Ceromanian-Turonian境界における放散虫化石層序

平成１３年 農・植物コース 斎藤　綾子 植物珪酸体から見た塚山（宇都宮）の植生

平成１３年 教育・地学 那須　由紀恵 アローロックス島（ニュージーランド）の下部三畳系の堆積岩石学的研究

平成１３年度 (2002.03卒)

平成１４年 農・植物コース 渡辺　桂子 千葉県銚子地域に分布する中部更新統から産出する放散虫化石について

平成１４年 農・植物コース 大西　光嗣 宇都宮大学附属農場の黒土中の植物珪酸体について

平成１４年 農・植物コース 鈴木　譲二 日留賀岳周辺に分布する第三系の層序について

平成１４年度 (2003.03卒)

平成１5年 農・植物コース 向井　友美 磯岡北3号墳における植物珪酸体の層位学的変化

　 　 平成17年(2004) 農・院・修士 向井　友美 宇都宮付近の黒ボク土から産する植物珪酸体の層位変化

平成１５年 農・植物コース 2003.03卒 島本　紘子 ロシア，ウリアノフスクの珪藻土から産出する暁新世放散虫化石

平成１５年 農・植物コース 2003.03卒 　 藤岡　真由子 ニュージーランド北島ワイパパ帯のジュラ紀高緯度帯放散虫群集

平成１５年 農・植物コース 2003.03卒 向山(堀川)　晃代 黒ボク土火山灰組成の鉛直変化

平成１５年 農・動物コース 平成18年(2006) 農・院・修士 知公(戸松)　千紗子 Lithopera renzae Sanfilippo and Riedel (RADIOLARIA)の形態変異に関する研究

平成１６年度 (2005.03卒)

平成１７年 農・植物コース 2005.03卒 縄井　智 イタリア中部のBonarelli層準から産する放散虫化石

平成１７年 農・植物コース 2005.03卒 日賀野　亜紀 南極海の海底表層付近から産する放散虫化石

平成１７年 農・植物コース 2005.09卒 森安　誠 1,4万年前のガラス質火山灰とその分布について

平成１７年度 (2006.03卒)

平成１８年 農・植物コース 　 　 久保田　智史 ニュージーランド，アローロックス島における三畳紀珪質泥岩層の堆積岩石学的研究

　 　 平成20年(2008) 農・院・修士 久保田　智史 ニュージーランド，アローロックス島における三畳紀珪質泥岩層の堆積岩石学的研究

平成１８年 農・植物コース 　 　 佐藤　孝則 矢板市片岡における表土除去25年後の植生回復の現状

平成20年(2008) 農・院・修士 佐藤　孝則 土地開発に伴う表土除去後の植生遷移過程

平成１８年 九州東海大 平成21年 農・院・ 真茅　美穂

平成１８年度 (2007.03卒)

平成１９年 農・植物コース 　 狩野　徹 栃木県塩谷郡柄堀弥五郎坂から産する植物化石について

平成１９年 農・植物コース 　 橋本　直美 秋田県男鹿半島西黒沢周辺の珪藻土の放散虫化石層序

平成１９年 農・植物コース 　 　 齋藤　一貴 鹿沼市入粟野付近に分布する先第三系の地質学的研究

平成21年(2009) 農・院・修士 齋藤　一貴 栃木県鹿沼市西方に分布する先第三系の地質学的研究

平成１９年 農・植物コース 　 　 高橋　隼人 能登半島珠州地域における後期中新世放散虫化石群集の変遷

平成21年(2009) 農・院・修士 高橋　隼人 能登半島珠州地域における後期中新世放散虫化石群集の変遷



平成１9年度 (2008.03卒)

平成２０年 農・植物コース 今泉　典子 イネ科植物における葉身表皮細胞の配列について

平成２０年 農・植物コース 小野　恭子 那珂川町吉田の貝化石層中のChlamys miyatokoensisの形態変異について

平成２０年 教育・環境教育 東北大・院・修士 川手　友美子 Lychocanoma nipponica sakaii の形態の層位的変化

平成20年度 (2009.03卒)

平成２1年 農・植物コース 　 　 加藤　摩利子 南西諸島周辺の黒潮流域における現生放散虫の鉛直分布

平成23年(2011) 農・院・修士 加藤　摩利子 南西諸島周辺の黒潮流域における現生放散虫の鉛直分布

平成２1年 農・植物コース 鎌田　幸奈 イネ科植物の植物珪酸体の形態における多様性

平成２1年 教育・環境教育 中津川　慶子 ODP Leg 181 Site 1123における放散虫の化石層序について

平成２１年度 (2010.03卒) なし

平成２２年度 (2011.03卒)  

平成23年 農・植物コース 阿部　雄介 南西諸島海域における表層の現生放散虫群集

平成23年 農・植物コース 藤口　匠吾 ニュージーランド北島，ラキノ島の地質学的研究

平成２３年度 (2012.03卒)

平成24年 農・植物コース 佐々木　晴香 徳之島東方海域における現生放散虫の鉛直分布について

平成24年 農・植物コース 佐藤　麻理恵 鹿沼市下遠部付近におけるチャート層の地質学的研究

平成24年 農・植物コース 澤田　香織 アリューシャン海域における水深0-150mの現生放散虫とフェオダリアについて

平成24年 農・植物コース 横国大・院・M2 渡辺　理世 始新世放散虫Podocyrtis属の進化系列について

平成24年度 (2013.03卒)

平成25年 農・植物コース 品川　美里 東シナ海の黒潮域における現生放散虫の鉛直分布に関する研究

平成25年 農・植物コース 石倉　卓也

平成25年度 (2014.03卒)

4年生 農・植物コース 田村　隼人 ニュージーランド北島，モツタプ島に分布するチャート層の堆積岩石学的研究

4年生 農・植物コース 佐々木　彩葉

4年生 農・植物コース 高岡　哲也

4年生 農・植物コース 中澤　克昴

4年生 農・植物コース 細川　夏希


