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ぞれご講演いただきます。また今回初めて設けた臨床考察セッションでは日本大学の納村泰弘先生、みむら矯
正歯科の三村 博先生、昭和大学の山口徹太郎先生、日本歯科大学の小森 成先生、徳島大学の田中栄二先
生、東京歯科大学の石井武展先生にご講演いただきます。
国際渉外委員会が担当する第７回日韓ジョイントミーティングは森山啓司理事長とKorean�Association�of�

OrthodontistsのYoon-Ah�Kook会長を座長として「上下顎前突の治療を再考する」をテーマに、日本大学の本
吉 満先生、高橋矯正歯科医院の高橋滋樹先生、Kyung�Hee�UniversityのSu-Jung�Kim先生、Hayan�Dental�
ClinicのByung�In�Kwon先生にそれぞれご講演いただきます。
2020年に横浜で開催される第9回国際矯正歯科会議�(9th� IOC)、第12回アジア太平洋矯正歯科学会�(12th�

APOC)、第79回日本矯正歯科学会学術大会に向けて、特別国際セッションSpecial� International�Session：
World�trends�in�Orthodonticsが設けられました。森山啓司理事長、World�Federation�of�Orthodontists会長の
Allan�R.�Thom先生、American�Association�of�Orthodontists会長のBrent�E.�Larson先生、Brazilian�Association�
of�Orthodontics元会長Ricardo�Machado�Cruz先生、Greek�Orthodontic�Society会長のPanagiotis�Skoularikis
先生、Asian�Pacific�Orthodontic�Society会長のYanheng�Zhou先生、そして9th� IOC�2020大会実行委員会の
小野卓史委員長に、それぞれご講演いただきます。
3日目の臨床セミナー２は「エッジワイズ法の未来―変革期を迎えて−」をテーマに、日本大学の清水典佳

先生、新潟大学の齋藤 功先生、いなみ矯正歯科の居波 徹先生に歴史を踏まえ未来を展望するご講演をいた
だきます。基調講演として「米国卒後教育の発展」をテーマにBoston�UniversityのLeslie�A.�Will先生に歴史、
現在の問題点から見えてくる未来の課題についてご講演いただきます。特別講演１は「マルチバンド法導入期
の矯正歯科事情―Begg法・Jarabak法・MFT―」をテーマに大野矯正クリニックの大野粛英先生にご講演いた
だきます。特別講演２は「顔と笑顔の最適化のためのプロトコール」をテーマにスマイルのご研究で世界的に
有名なUniversity�of�North�Carolina�and�University�of�AlabamaのDavid�M.�Sarver先生にご講演いただきます。
スタッフ＆ドクターセミナー２として「女性の歯科専門職が目指すもの」をテーマに日吉歯科診療所の熊谷
ふじ子先生、大野矯正クリニックの橋本律子先生、イノウエ矯正歯科の井上裕子先生、さらにスタッフ＆ドク
ターセミナー３として「リハビリメイクと患者さんの心」をテーマにREIKO�KAZKIのかづきれいこ先生にご講
演いただきます。
大会前の28日（日）には、国内渉外委員会の企画による市民公開講座「矯正歯科治療を安心して受けるた

めに」が、はまぎんホールヴィアマーレにて開催されます。講師は、新潟大学の齋藤 功先生と土持矯正歯科
の土持 正先生です。
この他、RTD、企業プレゼンテーションなどが企画されています。
今回から受付の場所が変わり、初めて使用する国立大ホールを含む３会場に講演が並列され、展示会場は前

回の２倍程度に拡大、さらに将来的なプログラム・抄録集の電子化に向けてパシフィコ横浜の無線LANの利用
と同時にWeb・アプリを利用したプログラム・抄録集が初導入されます。
本学が主管いたしますのは、1981年の第40回学術大会以来、37年ぶりのこととなります。この歴史的で貴重

な機会に際し、伝統ある同門会のお力添えをいただきつつ微力ながら準備に務めてまいりました。不行き届き
の点もあるかと存じますが、充実したプログラムをお楽しみいただき、横浜の秋の味覚もお楽しみいただけれ
ば幸いです。
我が国の歯科医学と歯科矯正学をその開国から見守ってきた秋ゆく港町で、多くの皆様と矯正歯科の歴史を

紐解き、変革期にある現在の多くの課題を共有し、そして未来の夢を語り合う場となることを心から祈念申し
上げます。
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6．Web・アプリを利用したプログラム・抄録集のご案内
本学術大会では、パソコンやスマートフォン、タブレット端末で日程表、プログラム、抄録を閲覧できるWeb・ア
プリを利用したプログラム・抄録集をご利用いただけます。アプリはポケットプログラムとしてもご利用いただ
けますので、是非ご自身のスマートフォン、タブレット端末へ事前にダウンロードの上、会場にてご利用くださ
い。
各講演会場、商社展示会場では無線LANが利用できます。お手持ちのスマートフォン等でWi-Fi設定画面を開き、
「SSID�:�FREE-PACIFICO」に接続してください。

公開は10月中旬を予定しております。
抄録の閲覧には、パスワード「jos777」の入力が必要です。

ご利用方法：
アプリ
①��Apple�App�Store、Google�Playから「MICEnavi」を検索し、アプリをインストールしてください。
②「MICEnavi」アプリを開いて、アカウントを作成し、ログインしてください。
③「MICEnavi」アプリ内で「77矯正歯科」「jos2018」などで検索し、ダウンロードしてください。

利用料：無料（アプリのダウンロードには別途通信料が発生します）
対応機種：iOS � ：10.0�以降。iPhone、iPad、iPod�touch�に対応。

Android：4.4�以上。スマートフォン、タブレットに対応。
Web
本学術大会ホームページより、アクセスしてください。
URL：www.congre.co.jp/jos2018/

7. 年会費の受付
年会費未納の方はパシフィコ横浜�国立大ホール�1F�マリンロビーの「年会費受付」で納入して下さい。

10月31日�（水）� 8：30 ～ 17：50
11月��1日�（木） � 8：30 ～ 16：00

8. 生涯研修カード
日本歯科医師会の生涯研修につきましては、日本歯科医師会の会員ICカードによる読み取りを致しますので、�
必ず会員カードをご持参の上、総合受付（パシフィコ横浜�国立大ホール�1F�マリンロビー）までお越し下さい。

9. 認定医研修ポイントカード
日本矯正歯科学会の認定医研修ポイントは、IDカードで機械・事務処理を行いますので、認定医の先生は必ずID
カードをご持参の上、「認定医研修ポイント登録受付」にてポイントの登録を行って下さい。

第77回学術大会（10ポイント）
受付日時：10月31日�（水）� 8：30 ～ 17：50

11月��1日�（木）� 8：30 ～ 16：00
受付場所：総合受付（パシフィコ横浜�国立大ホール�1F�マリンロビー）

生涯研修セミナー（5ポイント）
受付日時：10月30日�（火）� 14：20 ～ 16：30
受付場所：講演会場入口
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第7回日韓ジョイントミーティング（5ポイント）
受付日時：10月31日�（水）� 13：00 ～ 15：30
受付場所：講演会場入口

JOSフォーラム（5ポイント）
受付日時：11月��1日�（木）� 10：00 ～ 11：50
受付場所：講演会場入口

10. カメラ・ビデオ撮影について
全ての講演においてカメラ・ビデオ撮影は禁止致します。�学術・症例展示および症例報告において「撮影可」の
表示がある演題のみ撮影可能です。

11  同時通訳
講演の一部に同時通訳が入ります。
レシーバーの貸し出し（無料）は講演会場前にて行います。ご利用いただいたレシーバーは必ずご返却下さい。
紛失もしくは未返却の場合は、別途料金をいただきますのでご注意下さい。

12.  クローク
下記の通り、クロークをご用意しております。11月1日（木）午前は混み合うことが予想されますので、時間に余
裕を持ってお預け下さい。
クローク：パシフィコ横浜�国立大ホール�1F�マリンロビー

13.  宅配便サービスデスクのご利用について
11月1日（木）13:00～17:00にパシフィコ横浜�会議センター�3Fにヤマト運輸宅急便サービスデスクを開設いたします。

14.  呼び出し
会場内での呼び出し、メッセージは緊急の場合のみ「総合受付」（パシフィコ横浜�国立大ホール�1F�マリンロビー）
で受け付けます。

15.  駐車場
大会中は混雑の原因となりますので、車でのご来場はご遠慮下さい。

16.  「矯正保険診療に関する相談コーナー」医療問題検討委員会
矯正保険診療に関する相談コーナーを10月31日（水）��9：30 ～ 11：00、パシフィコ横浜�会議センター�3F�316に
設けます。
ご質問などがございましたら、お気軽にお立ち寄り下さい。

17.  「専門医に関する相談コーナー」専門医委員会
専門医審査の新規及び更新に関するコーナーを10月31日�（水）�12：00 ～ 13：00、11月1日�（木）�12：00 ～ 13：00、
パシフィコ横浜�会議センター�4F�415に設けます。
ご質問などがございましたら、お気軽にお立ち寄り下さい。
相談コーナーは事前予約制ではございませんので会場へ直接お越し下さい。

18.  専門医更新用症例審査に関するお知らせ
10月31日（水）10：00に合否を発表し、10：00 ～ 10：30に合否保留症例の修正を認めます。

その他、ID カード登録が必要なプログラム
（※認定医研修ポイントは加算されません）

指導者講習会
受付日時：10月30日（火） 14：40 ～ 16：10
受付場所：講演会場入口
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（4）� 質疑応答・討論は下記の時間に行います。指定の時間にご自分の展示場所で待機して下さい。
� � 11月1日（木）12：00 ～ 13：00

2. 症例展示
発表方法は１．学術展示(1) ～ (4)に準じます。

3. 症例報告
(1)� 2日間通して行います。
(2)� 10月31日（水）9：00 ～ 10：00に搬入し、11月1日（木）16：00 ～ 17：00に撤去して下さい。
(3)� 展示は以下の要領にしたがって下さい。

A.� 展示には机（幅150㎝×奥行60㎝のスペース）を用意してあります。
B.�� 資料はファイルに綴じ、模型とともに展示して下さい。
C.��症例の要約を資料ファイルの最初の頁に綴じこんで下さい。

(4)� 10月31日（水）10：00より模型審査、認定医委員会による試問は13：00（予定）より行います。試問の時間帯は
ご自分の展示場所で待機して下さい。

(5)� 模型審査および試問の時間が変更になる場合は対象者に個別にご連絡します。
※一般参加者への公開展示は、模型審査、試問の終了後となり10月31日（水）14：00以降を予定しております。

4. 口演発表
１．発表時間について
口演1（英語セッション）
日時：2018年10月31日（水）9：10 ～ 10：10（発表8分、質疑応答2分/1口演）
場所：講演会場Ⅲ パシフィコ横浜�会議センター 3F�304

口演2（日本語セッション）
日時：2018年11月1日（木）13：10 ～ 15：10（発表8分、質疑応答2分/1口演）
場所：講演会場Ⅲ パシフィコ横浜�会議センター 3F�304

２．�データ受付および使用機材について

「PC受付」（パシフィコ横浜�国立大ホール�1F�マリンロビー）にて事前にデータ受付をお済ませの上、直接会場へ
お越し下さい。事前の打ち合わせ等はございません。
【PC受付開設時間】
10月30日（火）� 13：30 ～ 18：30
10月31日（水）� ��8：30 ～ 17：50
11月��1日（木）� ��8：30 ～ 16：00

なおプロジェクターおよび発表者用パソコン（※OS及びソフトは以下のとおりです）を会場に１台ご用意します
が、ご自身のパソコンを持ち込まれてのプレゼンテーションも可能です。
いずれの場合も、「PC受付」にて試写を前日までにお願い致します。

※事務局準備の発表用パソコンのOS及びソフト

OS Software
Windows�10 Windows版PowerPoint2007/2010/2013/2016対応
Macintosh�X�10.10.5 Macintosh版PowerPoint2011/2016,Keynote6.6.2対応
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13:00-15:30 市民公開講座� はまぎんホール�ヴィアマーレ p185

   
矯正歯科治療を安心して受けるために

矯正歯科治療の特徴と効果 －実際の治療例を交え－
齋藤 功 ��公益社団法人日本矯正歯科学会 常務理事�

�新潟大学大学院医歯学総合研究科 歯科矯正学分野 教授

矯正歯科治療を受ける前のお願い 
ー治療を順調に終わらせ、後戻りをしないためにー
土持 正 �土持矯正歯科医院 院長

モデレータ 名和 弘幸 �公益社団法人日本矯正歯科学会 国内渉外委員会 委員
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12:30-14:00 社員総会� 講演会場Ⅱ（パシフィコ横浜 会議センター 3F 301+302）

14:00-14:30 社員懇談会� 講演会場Ⅱ（パシフィコ横浜 会議センター 3F 301+302） p179

医療の進歩による充実した人生や安定した社会が実現する可能性を歯科界から発信する
住友 雅人 �日本歯科医学会/日本歯科医学会連合/日本歯科専門医機構

座長 森山 啓司 �公益社団法人日本矯正歯科学会 理事長�
�東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面矯正学分野 教授

14:40-16:30 生涯研修セミナー� 講演会場Ⅰ（パシフィコ横浜 国立大ホール） p165

小児・AYA世代のがんと矯正歯科の関わり

小児がん経験者のための明るいみらいの矯正歯科医療
西村 紗和 �福岡歯科大学成長発達歯学講座�矯正歯科学分野

矯正歯科医ががんを考える 
‐ Adolescents and young adults (AYA) 世代のがんを診つける ‐
柳下 寿郎 �日本歯科大学附属病院 歯科放射線・口腔病理診断科 教授

座長 玉置 幸雄 �福岡歯科大学成長発達歯学講座�矯正歯科学分野 教授

谷本 幸太郎 �公益社団法人日本矯正歯科学会 卒後教育委員会・（兼務）研修機関検討委員会 副委員長

14:40-16:10 指導者講習会� 講演会場Ⅱ（パシフィコ横浜 会議センター 3F 301+302） p184

基本研修および臨床研修におけるアウトカム
溝口 到 �公益社団法人日本矯正歯科学会 管理指導医委員会 委員長

認定医の取得、更新を目指す方、また、その指導者へ
田中 栄二 �公益社団法人日本矯正歯科学会 認定医委員会 委員長

Orthodontic Waves への投稿にあたってのお願いと注意点
宮脇 正一 ��公益社団法人日本矯正歯科学会 編集委員会 委員長

基本・臨床研修施設の新規申請と実態報告、および実地調査について
佐藤 和朗 �公益社団法人日本矯正歯科学会 卒後教育委員会・（兼務）研修機関検討委員会 委員長

座長 佐藤 和朗 �公益社団法人日本矯正歯科学会 卒後教育委員会・（兼務）研修機関検討委員会 委員長
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16:40-18:30 サテライトセミナー� 講演会場Ⅰ（パシフィコ横浜 国立大ホール） p169

口腔機能発達不全症とは？

口腔機能発達不全症とは？
木本 茂成 ��神奈川歯科大学大学院歯学研究科�口腔統合医療学講座小児歯科学分野 教授

小児の食べ方（食行動）に関する口腔機能発達支援
田村 文誉 �日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック 科長

小児の食べる機能の発達・障がいとその支援
弘中 祥司 �昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座口腔衛生学部門 教授

座長 吉田 教明 �公益社団法人日本矯正歯科学会 学術委員会 委員

谷本 幸太郎 �公益社団法人日本矯正歯科学会 学術委員会 委員

10:00-19:00 認定医新規申請用 症例審査� パシフィコ横浜 会議センター 3F�303

10:00-19:00 指導医更新用 症例審査� パシフィコ横浜 会議センター 3F�313+314

16:30-19:00 認定医 口頭試問� パシフィコ横浜 会議センター 3F�317、3F�318

10:00-19:00 専門医更新用 症例審査� パシフィコ横浜 会議センター 4F�417、4F�418+419

10月30日（火）
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9:00-9:10 開会式� 講演会場Ⅰ（パシフィコ横浜 国立大ホール）

9:10-10:40 臨床セミナー 1� 講演会場Ⅰ（パシフィコ横浜 国立大ホール） p131

埋伏歯の臨床の展開

上顎犬歯の埋伏について
嘉ノ海 龍三 �カノミ矯正・小児歯科クリニック 院長

下顎第二および第三大臼歯の重積状水平埋伏症例
大坪 邦彦 ��公益社団法人日本矯正歯科学会 理事�

�大坪矯正歯科医院 理事長・院長

埋伏歯開窓牽引治療の矯正歯科保険導入の現状と展望
宮澤 健 ��公益社団法人日本矯正歯科学会 理事�

�愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座 特殊診療科 教授

座長 宮澤 健 �公益社団法人日本矯正歯科学会 理事� �
�愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座 特殊診療科 教授

五十嵐 一吉 �公益社団法人日本矯正歯科学会 常務理事�
�いがらし矯正歯科クリニック 院長

9:10-10:40 知っておきたい先天異常の特徴� 講演会場Ⅱ（パシフィコ横浜 会議センター3F 301+302） p139

マルファン症候群

マルファン症候群の早期発見と矯正歯科
須田 直人 �明海大学歯学部�形態機能成育学講座�歯科矯正学分野 教授

指定難病ならびに小児慢性特定疾病医療における矯正歯科の役割 
～マルファン症候群を中心に～
小川 卓也 �東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面矯正学分野 講師

座長 須田 直人 �明海大学歯学部�形態機能成育学講座�歯科矯正学分野 教授

溝口 到 �東北大学大学院歯学研究科�顎口腔矯正学分野 教授

9:10-10:40 口演１（英語セッション）�講演会場Ⅲ�（パシフィコ横浜 会議センター 3F�304） p194

座長 上岡 寛 �公益社団法人日本矯正歯科学会 学術委員

山田 一尋 �公益社団法人日本矯正歯科学会 学術委員

10月31日（水）
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10:50-11:40 教育講演� 講演会場Ⅰ（パシフィコ横浜 国立大ホール） p117

バイオ再生医療における細胞バンクの意義 
～矯正歯科医の新たな役割を提起する～
中原 貴 ��日本歯科大学 副学長�

�日本歯科大学生命歯学部 発生・再生医科学講座 教授

座長 宮脇 正一 �公益社団法人日本矯正歯科学会 理事�
�鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 健康科学専攻 発生発達成育学講座 歯科矯正学分野 教授

11:50-13:20 日本歯科矯正器材協議会共催企画� 講演会場Ⅱ（パシフィコ横浜 会議センター3F 301+302） p189

『企業プレゼンテーション』（お弁当付 先着 400 名）

11:50-13:20 ラウンド•テーブル •ディスカッション� RTD 会場（パシフィコ横浜 会議センター3F 304） p173

1． 歯科衛生士による矯正歯科医院の予防歯科
三浦 力 �矯正歯科シーシーデンタルオフィス

2． 高度な慢性歯周炎の咬合異常に対する包括治療
大出 博司 �おおいで矯正歯科

3． 最近の矯正歯科における金属アレルギーについて
北浦 英樹 �東北大学大学院歯学研究科顎口腔矯正学分野

4． 矯正歯科医療における 3D デジタル器機の有用性
山田 尋士1、常盤 肇2 �1ヤマダ矯正歯科、2常盤矯正歯科医院

5． 審美と把持力に優れた可撤式保定装置について
鈴木 善雄 �凌雲堂矯正歯科医院

6． 両側性唇顎口蓋裂の矯正治療の今。
森下 格 �社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院矯正歯科

7． 転医など矯正歯科治療費の清算について
佐藤 國彦 �公益社団法人日本臨床矯正歯科医会 社会医療委員会

8． 歯科健康診断で矯正歯科医に求められていること
土屋 俊夫1、鈴木 博2 �1ふなお矯正歯科医院、2日本学校歯科医会

9． 矯正治療を経験した 8020 達成者を探して
茂木 悦子 �東京歯科大学歯科矯正学講座

10． 外科的矯正治療の治療計画について話しましょう
山口 芳功 �草津総合病院 歯科口腔外科

10月31日（水）
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11． コミュニケーション力の高い技工指示書の提案
岡下 慎太郎1、田井 詳子2 �1岡下矯正歯科、2株式会社ティーズプレート

13:30-15:30 第 7回日韓ジョイントミーティング� 講演会場Ⅰ（パシフィコ横浜 国立大ホール） p105

上下顎前突の治療を再考する�
Re-considering�the�Treatment�of�Bimaxillary�Protrusion

上下顎前突症例における鼻唇角の再評価
Reappraisal of Nasolabial Angle in Bialveolar Protrusion Cases
Byung�In�Kwon �Director,�Hayan�Dental�Clinic

上下顎前突症の治療における側貌の改善と機能的安定について
The improvement of lateral facial profile and  
the functional stability in bimaxillary protrusion treatment
高橋 滋樹 �高橋矯正歯科医院 院長

上下顎前突症の治療における上気道に関する最新の知見
An updated insight on the upper airway in the treatment of bimaxillary 
protrusion
Su-Jung�Kim �Associate�Profeessor�and�Chair,�Department�of�Orthodontics,�Kyung�Hee�University�School�of�Dentistry

歯科矯正用アンカースクリューを用いた上下顎前突の矯正治療
Orthodontic Treatment of Maxillo-Mandibular Protrusions using Orthodontic 
Anchoring Screws
本吉 満 �日本大学歯学部歯科矯正学講座 教授

座長：森山 啓司 �公益社団法人日本矯正歯科学会 理事長�
�東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面矯正学分野 教授

Yoon-Ah�Kook �President,�Korean�Association�of�Orthodontists

10月31日（水）

29

大
会
プ
ロ
グ
ラ
ム

10
月
31
日

講
演
要
旨

口

演

学
術
展
示

症
例
展
示

症
例
報
告

Academ
ic Exhibits

C
ase Exhibits

著
者
索
引



13:30-14:50 スタッフ＆ドクターセミナー1�講演会場Ⅱ（パシフィコ横浜 会議センター3F 301+302） p155

歯科技工士の矯正歯科専門教育

日本歯科技工士会より
杉岡 範明 �公益社団法人日本歯科技工士会 会長

歯科技工士教育の現況と課題
尾﨑 順男 �全国歯科技工士教育協議会 会長

日本矯正歯科技工研究会より
鈴木 達 �日本矯正歯科技工研究会 会長

座長 福井 和德 �奥羽大学 成長発育歯学講座 歯科矯正学 教授

久保田 雅人 �公益社団法人日本矯正歯科学会 理事�
�アリビオ矯正歯科クリニック 院長

14:30-16:30 臨床考察セッション� 講演会場Ⅲ（パシフィコ横浜 会議センター 3F 304） p143

第１部 矯正歯科臨床とエビデンス

エビデンスを理解するための基本
納村 泰弘 �日本大学歯学部歯科矯正学講座 専任講師

Systematic review を理解するための基礎知識
石井 武展 �東京歯科大学歯科矯正学講座 講師・医局長

歯科矯正学的な歯の移動の加速について
田中 栄二 ��公益社団法人日本矯正歯科学会 理事�

�徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面矯正学分野 教授

バイアス排除の重要性と困難性
山口 徹太郎 �昭和大学歯学部�歯科矯正学講座 准教授

第２部 Ⅱ級早期治療の Review

Class II の成長と早期治療
小森 成 �日本歯科大学附属病院矯正歯科 教授

臨床における合理的対応
三村 博 �みむら矯正歯科 院長

これまでの研究が抱える問題を解決するために
山口 徹太郎 �昭和大学歯学部歯科矯正学講座 准教授

10月31日（水）
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座長 田中 栄二 �公益社団法人日本矯正歯科学会 理事�
�徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面矯正学分野 教授

小森 成 �日本歯科大学附属病院矯正歯科 教授

15:00-16:20 学校歯科保健セッション�講演会場Ⅱ（パシフィコ横浜 会議センター3F 301+302） p151

矯正歯科医療と学校歯科保健の関わり

「学校歯科健康診断における歯列・咬合検査」に関する調査結果から
佐草 佐恵子 �東京都養護教諭研究会 会長

学校歯科健康診断に対する矯正歯科医からの提案
前田 眞琴 �前田矯正歯科クリニック 院長

学校歯科健康診断の現在そして未来ー歯列咬合を中心に
齋藤 秀子 �一般社団法人日本学校歯科医会 副会長

座長 鈴木 博 �すずき矯正歯科 院長

土屋 俊夫 �ふなお矯正歯科医院 院長

15:30-17:50 Special�International�Session� 講演会場Ⅰ（パシフィコ横浜 国立大ホール） p87

World�Trends�in�Orthodontics

日本矯正歯科学会の現状と展望 
Current status and future perspectives of the Japanese Orthodontic Society
森山 啓司 �公益社団法人日本矯正歯科学会 理事長�

�東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面矯正学分野 教授

われわれはどのようにここへ辿り着き、どこへ向かっているか？ 
（世界の矯正歯科学）
How did we get here and where are we going? 
[Orthodontics around the world].
Allan�R.�Thom �President,�World�Federation�of�Orthodontists

AAO の素晴らしい将来を築く！
Creating an Exciting Future for the AAO!
Brent�E.�Larson �President,�American�Association�of�Orthodontists

Skeletal Class III 早期治療のためのブラジル式プロトコル
A Brazilian Protocol for Early Treatment of Skeletal Class III
Ricardo�Machado�Cruz �Former�President,�Brazilian�Association�of�Orthodontics�

10月31日（水）
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欧州およびギリシャにおける矯正歯科の概観
An Overview in European and Greek Orthodontics
Panagiotis�Skoularikis �President,�Greek�Orthodontic�Society

デジタル矯正の現在と未来
Digital Orthodontics, Current and Future
Yanheng�Zhou �President,�Asian�Pacific�Orthodontic�Society

未来への想い：2020 年とその彼方へ
Our future aspirations: 2020 and beyond
小野 卓史 �公益社団法人日本矯正歯科学会�9th�IOC�2020大会実行委員会 委員長�

�東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 咬合機能矯正学分野 教授

座長 � 齋藤 功 �公益社団法人日本矯正歯科学会 常務理事�
�新潟大学大学院医歯学総合研究科 歯科矯正学分野 教授

槇 宏太郎 �公益社団法人日本矯正歯科学会 理事�
�昭和大学歯学部 歯科矯正学講座 教授

9:00-17:00 認定医新規申請用 症例展示� パシフィコ横浜 会議センター 3F�303�

10:00-17:00 認定医更新用 症例報告／展示� パシフィコ横浜 会議センター 3F�311、3F�312

11:00-17:00 指導医更新用 症例展示� パシフィコ横浜 会議センター 3F�313+314

12:00-17:00 専門医新規申請用 症例展示� パシフィコ横浜 会議センター 3F�315

13:00-14:30 認定医更新用 口頭試問� パシフィコ横浜 会議センター 3F�317

9:00-17:00 専門医更新用 症例審査／展示� パシフィコ横浜 会議センター 4F�417、4F�418+419

9:30-11:00 矯正保険診療に関する相談コーナー� パシフィコ横浜 会議センター 3F�316

12:00-13:00 専門医に関する相談コーナー� パシフィコ横浜 会議センター 4F�415

10:00-17:00 商社展示� 展示ホール�1F�B

10:00-17:00 学術展示／症例展示� 展示ホール�1F�B p203/p323

19:00-21:00 懇親会� ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル�3F�ボールルーム

10月31日（水）
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9:00-10:20 臨床セミナー 2� 講演会場Ⅰ（パシフィコ横浜 国立大ホール） p135

エッジワイズ法の未来 ―変革期を迎えて―

エッジワイズ法の未来 －クオリティ重視の王道は未来に続く－
清水 典佳 �日本大学歯学部歯科矯正学講座 特任教授

エッジワイズ法の基本を知り、未来を語ろう－管理指導医の立場から
齋藤 功 ��公益社団法人日本矯正歯科学会 常務理事�

�新潟大学大学院医歯学総合研究科 歯科矯正学分野 教授

フルディジタルによるリンガル矯正治療 ( 仮称 ) の困難性と未来への展望
居波 徹 �いなみ矯正歯科 院長

座長 田中 栄二 �公益社団法人日本矯正歯科学会 理事�
�徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面矯正学分野 教授

佐藤 和朗 �公益社団法人日本矯正歯科学会 理事�
�岩手医科大学 口腔保健育成学講座 歯科矯正学分野 教授

9:00-10:20 スタッフ＆ドクターセミナー2�講演会場Ⅱ（パシフィコ横浜 会議センター3F 301+302） p159

女性の歯科専門職が目指すもの

「KEEP 28」を目指す歯科医療を実践すること
熊谷 ふじ子 �日吉歯科診療所

MFT に取り組む歯科衛生士から後輩へのメッセージ
橋本 律子 �大野矯正クリニック

身心の健康を守り育てる医療に携われる誇りと幸せを感じて 
―矯正歯科専門医の立場から―
井上 裕子 �イノウエ矯正歯科 理事長

座長 井上 裕子 �イノウエ矯正歯科 理事長

伊藤 智恵 �伊藤矯正歯科クリニック 院長

10:00-12:00 神奈川県歯科医師会 歯の博物館 見学のご案内� 歯の歴史博物館 p191

大野 粛英 �神奈川県歯科医師会 歯の博物館 館長

11月1日（木）
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10:20-11:50 JOS�フォーラム� 講演会場Ⅰ（パシフィコ横浜�国立大ホール） p181

I.  理事長挨拶     10:20 ～ 10:25
森山 啓司 �公益社団法人日本矯正歯科学会 理事長

II.  JOS ホットトピックス   10:25 ～ 11:05
「前歯３歯以上の埋伏歯牽引について」
小嶺 祐子 �厚生労働省医政局 歯科保健課 課長補佐

「歯科用医療機器プログラムに係わる薬機法の改正と運用について」
谷城 博幸 �医療機器総合機構 医療機器審査第二部審査役

III.  JOS インフォメーション・アップデート 11:05 ～ 11:35
（1）5 団体矯正歯科懇談会：公益社団法人日本矯正歯科学会 常務理事 五十嵐 一吉

（2）学術委員会：公益社団法人日本矯正歯科学会 学術委員会委員長 槇 宏太郎

（3）臨床疫学研究倫理審査委員会：公益社団法人日本矯正歯科学会 臨床疫学研究倫理審査委員会 委員長 山田 一尋

（4）編集委員会：公益社団法人日本矯正歯科学会 編集委員会�委員長 宮脇 正一

（5）倫理・裁定委員会：公益社団法人日本矯正歯科学会 倫理裁定委員会�委員長 五十嵐一吉

司会 齋藤 功 �公益社団法人日本矯正歯科学会�総務担当�常務理事

IV.  各賞表彰式     11:35 ～ 11:50

13:10-14:00 基調講演� 講演会場Ⅰ（パシフィコ横浜 国立大ホール） p119

米国卒後教育の発展

米国における矯正歯科教育：過去、現在、将来の課題 
Orthodontic Education in the United States: Past, Present, and Future 
Challenges
Leslie�A.�Will �Chair�and�Anthony�A.�Gianelly�Professor,�Boston�University�Henry�M.�Goldman�School�of�Dental�Medicine

座長 山城 隆 �公益社団法人日本矯正歯科学会 理事�
�大阪大学大学院歯学研究科 顎顔面口腔矯正学教室 教授

11月1日（木）
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13:10-14:00 スタッフ＆ドクターセミナー3� 講演会場Ⅱ（パシフィコ横浜 会議センター3F 301+302） p163

『リハビリメイクと患者さんの心』

かづき れいこ �REIKO�KAZKI主宰�
�日本医科大学付属病院�形成外科・再建外科・美容外科 非常勤講師

座長 寺田 員人 �日本歯科大学�新潟病院�矯正歯科 教授

13:10-15:10 口演 2（日本語セッション）� 講演会場Ⅲ�（パシフィコ横浜 会議センター 3F�304） p197

座長 髙橋 一郎 �公益社団法人日本矯正歯科学会 学術委員会 委員

上岡 寛 �公益社団法人日本矯正歯科学会 学術委員会 委員

川元 龍夫 �公益社団法人日本矯正歯科学会 学術委員会 委員

14:00-14:50 特別講演 1� 講演会場Ⅰ（パシフィコ横浜 国立大ホール） p125

マルチバンド法導入期の矯正歯科事情 
-Begg 法・Jarabak 法・MFT-
大野 粛英 �大野矯正クリニック 理事長

座長 新井 一仁 �公益社団法人日本矯正歯科学会 常務理事�
�日本歯科大学生命歯学部歯科矯正学講座 教授

14:50-15:40 特別講演 2� 講演会場Ⅰ（パシフィコ横浜 国立大ホール） p125

顔と笑顔の最適化のためのプロトコール 
Protocols for optimization of the Face and Smile
David�M.�Sarver ��Associate�Professor,�The�University�of�North�Carolina�and�University�of�Alabama

座長 小野 卓史 �東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 咬合機能矯正学分野 教授

15:40-16:00 第 78回学術大会のご案内� 講演会場Ⅰ（パシフィコ横浜 国立大ホール）

吉田 教明 �第78回日本矯正歯科学会学術大会 大会長

16:00-16:10 閉会式� 講演会場Ⅰ（パシフィコ横浜 国立大ホール）

11月1日（木）
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9:00-16:00 認定医新規申請用 症例展示� パシフィコ横浜 会議センター 3F�303�

9:00-16:00 認定医更新用 症例展示� パシフィコ横浜 会議センター 3F�311、3F�312

9:00-16:00 指導医更新用 症例展示� パシフィコ横浜 会議センター 3F�313+314

9:00-16:00 専門医新規申請用 症例展示� パシフィコ横浜 会議センター 3F�315

9:00-16:00 専門医更新用 症例展示� パシフィコ横浜 会議センター 4F�417、4F�418+419

12:00-13:00 専門医に関する相談コーナー� パシフィコ横浜 会議センター 4F�415

9:00-16:00 商社展示� 展示ホール�1F�B

9:00-16:00 学術展示／症例展示� 展示ホール�1F�B p203/p323

12:00-13:00 ポスター討論� 展示ホール�1F�B

11月1日（木）
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�学展-167�� レベリング・アライメントにおける歯の移動メカニクス-有限要素シミュレー
ション-
河村 純1,2,3、玉谷 直彦3、池森 由幸4、馬渕 隆史5

1河村歯科医院（岐阜）�
2愛知学院大学歯学部�
3たまや矯正歯科（福井）�
4いけもり矯正歯科（愛知）�
5まぶち歯科医院（京都）

�学展-168�� ダブルループメカニクスが前歯舌側移動に及ぼす影響-長期的な歯の移動シミュ
レーション-
陣内 祥男、濱中 僚、山岡 智、ヌエン アン チュアン、小牧 博也、富永 淳也、古賀 義之、�
吉田 教明
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 歯科矯正学分野

�学展-169�� 次世代型リンガル矯正システムの概要“カスタムメイド”スロットによる新しい
矯正治療システム
下田 哲也
しもだ矯正歯科クリニック（福岡）

�学展-170�� 異なる垂直的顎顔面骨格を有する混合歯列期II級症例におけるcervical�
headgearの治療効果
山崎 敦永、樫尾 治奈、鳥谷 奈保子、林 明里、溝口 到
北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系歯科矯正歯科学分野

�学展-171�� リンガルブラケット矯正法におけるアンカースクリューを用いた前歯列の遠心
移動のメカニクス
河村 純1,2,8、玉谷 直彦3,8、横井 由紀子4、岡藤 範正5、江花 照夫6、中山 陽介7,8

1河村歯科医院（愛知）�
2愛知学院大学歯学部 歯科理工学講座�
3たまや矯正歯科（大阪）�
4松本歯科大学歯学部 小児歯科学講座�
5松本歯科大学歯学部 歯科矯正学講座�
6松本歯科大学�硬組織疾患制御再建学講座�
7なかやま矯正歯科（大阪）�
8矯正歯科メカニクス研究会（岐阜）

�学展-172�� クワドヘリックスにおける歯列の拡大様式―有限要素法シミュレーション―
江花 照夫1、横井 由紀子2、荒井 敦3、河村 純4、高谷 達夫5、岡藤 範正3

1松本歯科大学硬組織疾患制御再建学講座�
2松本歯科大学小児歯科学講座�
3松本歯科大学歯科矯正学講座�
4河村歯科医院（愛知）�
5松本歯科大学総合口腔診療部門

�学展-173�� ブラケットを撤去せずにポジションを変更する方法の開発ー第2報、セラミック
ブラケットについてー
佐藤 俊仁、若林 みちる
さとう矯正歯科（東京）
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�学展-199�� 片側性唇顎口蓋裂患者における上顎前方牽引装置と機能的顎矯正装置の臨床的
検討
山本 尚、井口 暁、須田 健司
東京都立小児総合医療センター矯正歯科（東京）

�学展-200�� 二次口蓋癒合時におけるTGF-ß3のsignaling�pathwayの解明
鈴木 淑美1、中嶋 昭1,2、前野 正夫3、清水 典佳1、川戸 貴行3,4、本吉 満1,2

1日本大学歯学部歯科矯正学講座�
2日本大学歯学部総合歯学研究所�臨床研究部門�
3日本大学歯学部衛生学講座�
4日本大学大学院歯学研究科�口腔機能構造学分野

�学展-201�� 片側性唇顎口蓋裂患者における口蓋形態と上顎骨発育との関連性
井口 隆人、大久保 和美、岡安 麻里、内野 夏子、松林 幸枝、丸岡 亮、久保 迪、林 婉テイ、�
西條 英人、須佐美 隆史、星 和人
東京大学医学部附属病院 口腔顎顔面外科・矯正歯科

�学展-202�� 非症候性唇顎口蓋裂を伴う一卵性双生児不一致症例における全ゲノムシーケン
ス解析
高橋 正皓1、山口 徹太郎1、細道 一善2、長濱 諒1、吉田 寛1、田嶋 敦2、槇 宏太郎1

1昭和大学 歯学部 歯科矯正学講座�
2金沢大学 医薬保健研究域医学系 革新ゲノム情報学分野

�学展-203�� 福岡歯科大学医科歯科総合病院矯正歯科における口唇裂・口蓋裂患者に関する実
態調査
藤田 隆寛1、高田 俊輔1、玉置 幸雄1、石川 博之2

1福岡歯科大学成長発達歯学講座矯正歯科学分野�
2学校法人 福岡学園（福岡）

�学展-204�� 口唇口蓋裂患者における口腔内細菌叢の細菌ネットワーク構造に関する検討
舩橋 健太1、渡辺 孝康2、芝 多佳彦3、村本 慶子1、小川 卓也1、森山 啓司1

1東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面矯正学分野�
2日本大学歯学部基礎自然科学分野�(化学)�
3東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯周病学分野

�学展-205�� 北海道大学病院を受診したApert症候群患者の特徴
角谷 瞳1,2、佐藤 嘉晃1、高草木 祐理1、斉藤 文男1、小山 明彦3、飯田 順一郎1

1北海道大学大学院歯学研究院口腔医学部門口腔機能学分野歯科矯正学教室�
2みわ矯正歯科医院（富山）�
3福島県立医科大学形成外科学講座

�学展-206�� 異なる骨格性不正咬合における永久歯の先天性欠如の発現様式と発現頻度
太田 信1、平形 智佳2、遠藤 敏哉1、宮川 行男3

1日本歯科大学大学院新潟生命歯学研究科咬合形態機能矯正学�
2日本歯科大学新潟病院矯正歯科�
3日本歯科大学大学院新潟生命歯学研究科
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�学展-230�� （公社）日本臨床矯正歯科医会「何でも相談」の事例を通じて 第４報 患者
の意志による治療中断について
伊藤 智恵1,9、土門 明哉2,9、池森 由幸3,9、藤山 光治4,9、安永 敦5,9、蓮舎 寛樹6,9、野間 秀郎7,9、�
佐藤 國彦8,9、土屋 朋未9、稲毛 滋自9

1伊藤矯正歯科クリニック（宮城）�
2ドモン矯正歯科（神奈川）�
3いけもり矯正歯科（愛知）�
4ふじやま矯正歯科（京都）�
5サトウ・ヤスナガ矯正歯科（福岡）�
6れんしゃ矯正歯科（大阪）�
7アルファ矯正歯科（東京）�
8アーク矯正歯科（千葉）�
9公益社団法人 日本臨床矯正歯科医会（東京）

�学展-231�� （公社）日本臨床矯正歯科医会「何でも相談」の事例を通じて第５報 説明不足
が原因と思われる相談について
池森 由幸1,11、土門 明哉2,12、藤山 光治3,13、安永 敦4,14、蓮舎 寛樹5,15、野間 秀郎6,16、�
伊藤 智恵7,17、佐藤 國彦8,18、土屋 朋未9,16、稲毛 滋自10,12

1いけもり矯正歯科�
2ドモン矯正歯科�
3ふじやま矯正歯科�
4サトウ・ヤスナガ矯正歯科�
5れんしゃ矯正歯科�
6アルファ矯正歯科�
7伊藤矯正歯科クリニック�
8アーク矯正歯科�
9つちや矯正歯科�
10いなげ矯正歯科�
11(公社)日本臨床矯正歯科医会（愛知）�
12(公社)日本臨床矯正歯科医会（神奈川）�
13(公社)日本臨床矯正歯科医会（京都）�
14(公社)日本臨床矯正歯科医会（福岡）�
15(公社)日本臨床矯正歯科医会（大阪）�
16(公社)日本臨床矯正歯科医会（東京）�
17(公社)日本臨床矯正歯科医会（宮城）�
18(公社)日本臨床矯正歯科医会（千葉）

�学展-232�� （公社）日本臨床矯正歯科医会「何でも相談」の事例を通じて第６報 治療後の
不満について
藤山 光治1,9、土門 明哉2,9、安永 敦3,9、蓮舎 寛樹4,9、野間 秀郎5,9、伊藤 智恵6,9、池森 由幸7,9、�
佐藤 國彦8,9、土屋 朋未9、稲毛 滋自9

1ふじやま矯正歯科（京都）�
2ドモン矯正歯科（神奈川）�
3サトウ・ヤスナガ矯正歯科（福岡）�
4れんしゃ矯正歯科（大阪）�
5アルファ矯正歯科（東京）�
6伊藤矯正歯科クリニック （宮城）�
7いけもり矯正歯科（愛知）�
8アーク矯正歯科（千葉）�
9公益社団法人 日本臨床矯正歯科医会（東京）

�学展-233�� 当院におけるMFT指導中に行う口腔機能の評価について
大野 由希粛、橋本 律子、山口 史絵、大野 粛英
大野矯正クリニック（神奈川）
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�症展-017�� 矯正用アンカースクリューとsliding�jigを用いて効果的に大臼歯の遠心移動を
行った成人2症例
簡野 瑞誠、小野 卓史
東京医科歯科大学咬合機能矯正学分野

�症展-018�� 卒後研修課程41期生による症例展示
小幡 智子、大竹 智久、小倉 弘之、鍛代 秀人、木村 絵美子、草場 岳、村上 彩花、�
古川 裕美、有泉 大、末石 研二
東京歯科大学歯科矯正学講座

�症展-019�� 卒後研修課程41期生による症例展示-リテンションケース-
小幡 智子、大竹 智久、小倉 弘之、鍛代 秀人、木村 絵美子、草場 岳、村上 彩花、�
古川 裕美、有泉 大、末石 研二
東京歯科大学歯科矯正学講座

�症展-020�� 著しい骨格性下顎前突および開咬を呈し，Opitz症候群の疑いのある両側性唇顎
口蓋裂の一症例
岡 綾香1、黒坂 寛1、中津川 昂平1、三原 聖美1、田中 晋2、古郷 幹彦2、山城 隆1

1大阪大学大学院歯学研究科 顎顔面口腔矯正学教室�
2大阪大学大学院歯学研究科�口腔外科学第一教室

�症展-021�� 外科的矯正歯科治療により形態および顎機能の改善が認められた前歯部開咬を
伴う骨格性III級の下顎偏位症例
関 大輔、北浦 英樹、山本 照子
東北大学大学院歯学研究科顎口腔矯正学分野

�症展-022�� CAD/CAM支援手術による計画的な下顎のautorotationにより顔貌の改善を得
た上顎前突症の一例
今井 治樹1,2、藤田 紘一1,2、本田 康二1,3、米満 郁男2、島崎 一夫2、小野 卓史2、大村 進1

1横浜市立大学附属市民総合医療センター歯科・口腔外科・矯正歯科�
2東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科咬合機能矯正学分野�
3横浜市立大学大学院医学研究科顎顔面口腔機能制御学分野

�症展-023�� 外科的急速拡大およびtwo-jaw�surgeryを施行した上顎狭窄歯列弓を伴う骨格
性III級開咬症例
中村 留理子1、小林 起穂1、紙本 裕幸1、疋田 理奈1、東堀 紀尚1、高原 楠旻2、樺沢 勇司3、�
森山 啓司1

1東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面矯正学分野�
2東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面外科学分野�
3東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科健康支援口腔保健衛生学分野

�症展-024�� 下顎小臼歯の歯根彎曲による左側側方歯部の重度の開咬を伴う骨格性III級患者
に対する外科的矯正治療
樫尾 治奈、鳥谷 奈保子、山崎 敦永、溝口 到
北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系歯科矯正学分野
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（ Ａ ）

ABE Ryo 阿部 遼 口演 -017 、学展 -045、 

  学展 -187

ABE Shigeaki 阿部 薫明 学展 -102

ABE Shinichi 阿部 伸一 学展 -001

ABE Takaharu 阿部 崇晴 学展 -059

ABE Yasunori ABE Yasunori AE-004

ADACHI Kazunori 安達 一典 学展 -029

AGA Minoru 安賀 稔 症展 -006

AGETA Sachiko 上田 紗智子 学展 -113、学展 -114

AHN Hyo-won  AHN Hyo-won AE-012

AHN Mi So  AHN Mi So AE-002 、AE-027

AHN Sug-Joon  AHN Sug-Joon AE-018、AE-019

AHN Yoon-Soo  AHN Yoon-Soo AE-023

AIHARA Nozomi 相原 のぞみ 学展 -226

AIKAWA Tomonao 相川 友直 症展 -047

AKAIKE Shun 赤池 駿 学展 -038

AKASAKA Tsukasa 赤坂 司 学展 -108

AKBULUT Ayse Selenge  AKBULUT Ayse Selenge AE-016 

AKIBA Yumeno 秋葉 夢乃 学展 -157

AKITA Keiichi 秋田 恵一 学展 -011

AKIYAMA Shuhei 秋山 秀平 学展 -139、学展 -140 

AKIYAMA Sotaro 秋山 宗太郎 学展 -149 、学展 -150

AN Jaehwa AN Jaehwa AE-027

ANDOU Keiko 安藤 景子 学展 -113 

AOKI Hisanao 青木 久尚 症展 -026

AOYAGI Misaki 青柳 美咲 学展 -180 

AOYAMA Io 青山 依儒 学展 -178

ARAI Atsushi 荒井 敦 学展 -172、学展 -174

ARAI Chieko 新井 智映子 学展 -097、口演 -013

ARAI Chihiro 新井 千博 学展 -053 

ARAI Kazuhito 新井 一仁 口演 -014、学展 -016、 

  学展 -019、学展 -052、 

  学展 -141、学展 -149、 

  学展 -150、学展 -175

ARAI Shuko 新井 修子 学展 -039 

ARAI Yoshinori 新井 嘉則 学展 -164

ARAKI Miyu 荒木 美祐 学展 -049 、学展 -140

ARAKI Motohide 荒木 元英 学展 -153 

ARAKI Yasutomo 荒木 康智 学展 -020

ARIIZUMI Dai 有泉 大 症展 -018、症展 -019

ARIKAWA Shuichi 有川 秀一 学展 -050

ARIMA Hidehito 有間 英仁 学展 -001 

ARIMURA Megumi 有村 恵 学展 -139

ARIZONO Keira 有薗 ケイラ 学展 -015 

ASADA Masahiko 淺田 匡彦 学展 -154

ASAHINA Izumi 朝比奈 泉 学展 -181

ASAI Komei 浅井 孔明 症展 -012 

ASAKA Sachiko 浅香 幸子 学展 -004

ASAKAWA Yuki 麻川 由起 学展 -074、学展 -075

ASAMI Isao 浅見 勲 症展 -053

ASANO Toshifumi 浅野 豪文 口演 -011

ASANO Yuiichirou 浅野 雄一郎 症展 -009

ASAOKA Ryo 浅岡 諒 学展 -032 

AUNG PHYO Thura  AUNG PHYO Thura AE-004 

AWADA Tetsuya 粟田 哲也 学展 -059、学展 -083

AZUMI Eiko 安積 瑛子 学展 -091、学展 -223

（ Ｂ ）

BABA Yuri 馬場 優里 症展 -025

BADRAKHKHUU Nomin バダラフ  ノミン 学展 -209

BAEK Seung-hak  BAEK Seung-hak CE-015

BETZY PONCE  BETZY PONCE CE-011

（ Ｃ ）

CHANG Chih-han  CHANG Chih-han 口演 -005

CHANG Yuan-Chieh  CHANG Yuan-Chieh CE-005

CHANG Yu-jen  CHANG Yu-jen 口演 -006

CHEN Chih-Hsun  CHEN Chih-Hsun CE-002

CHEN Guan-An  CHEN Guan-An AE-020

CHEN Jian-Ren  CHEN Jian-Ren AE-020

CHEN Li-Chuan  CHEN Li-Chuan AE-020

CHEN Yuan-Hou  CHEN Yuan-Hou CE-003

CHEN Yung-chung  CHEN Yung-chung 口演 -005

CHIANG Hsien-Hsiung  CHIANG Hsien-Hsiung CE-003

CHOI Daehwan 崔 大煥 学展 -048

CHOI Jaewon 崔 齊原 症展 -030 

CHOI Jin-young  CHOI Jin-young CE-015

CHOI Sung-Hwan  CHOI Sung-Hwan AE-023

CHOI Yeongju  CHOI Yeongju AE-005

CHOI Yeonju  CHOI Yeonju AE-014 

CHOI Yoon Jeong  CHOI Yoon Jeong AE-022

CHOI Younkyung  CHOI Younkyung CE-016 

CHOSA Naoyuki 帖佐 直幸 学展 -090

CHUNG Chooryung J.  CHUNG Chooryung J. AE-002

CHUNG Dong-Hwa  CHUNG Dong-Hwa AE-017 
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（ Ｄ ）

DAN Chisato 檀 知里 学展 -123、学展 -195 

DASHDONDOG Otgontuya ダシドンドグ  オトゴントヤ 学展 -130 

DEGUCHI Toru 出口 徹 学展 -109、学展 -132

DEMURA Noboru 出村 昇 学展 -176

DEMURA Taichi 出村 太一 学展 -176

DOHI Yosuke 土肥 洋介 学展 -050 

DOMON Sayaka 土門 明哉 学展 -227、学展 -228、 

  学展 -229、学展 -230、 

  学展 -231、学展 -232

（ Ｅ ）

EBANA Teruo 江花 照夫 学展 -171、学展 -172 

EBIHARA Yasuhiro 海老原 康宏 学展 -051、症展 -039

EI HSU HLAING Ei イスライン イ 学展 -066

EIHSUHLAING Ei  EIHSUHLAING Ei 口演 -001 、口演 -002、 

  AE-010、CE-018 

ENDO Kazuhiko 遠藤 一彦 学展 -119

ENDO Taisuke 遠藤 泰佑 学展 -010

ENDO Toshiya 遠藤 敏哉 学展 -002、学展 -005、 

  学展 -006、学展 -160、 

  学展 -161、学展 -162、 

  学展 -165、学展 -182、 

  学展 -206

（ Ｆ ）

FUJIE Hitoatsu 藤江 仁厚 症展 -001 

FUJII Chise 藤井 千聖 学展 -145

FUJIMOTO Mai 藤本 舞 症展 -033、症展 -037 

FUJISAWA Atsuro 藤澤 厚郎 学展 -009

FUJISHIRO Atsushi 藤代 篤 学展 -218 

FUJISHITA Ayumi 藤下 あゆみ 学展 -035 

FUJITA Akira 藤田 瑛 学展 -060

FUJITA Koichi 藤田 紘一 学展 -177 、症展 -022

FUJITA Koji 藤田 浩嗣 学展 -051、症展 -039

FUJITA Kuniyoshi 藤田 邦良 学展 -137

FUJITA Mutsumi 藤多 睦 学展 -235 

FUJITA Takahiro 藤田 隆寛 学展 -203 

FUJITA Yukiko 藤田 由希子 学展 -137 

FUJIWARA Atsushi 藤原 敦 学展 -118

FUJIWARA Takeo 藤原 武男 学展 -049

FUJIWARA Takuya 藤原 琢也 症展 -010

FUJIYAMA Koji 藤山 光治 学展 -227、学展 -228、 

  学展 -229、学展 -230、 

  学展 -231、学展 -232 

FUKAMACHI Kazuhiro 深町 和宏  学展 -134

FUKAMACHI Naoya 深町 直哉 学展 -045 、学展 -187、 

  口演 -017

FUKASAWA Kanako 深沢 香菜子 学展 -036 

FUKAWA Akihisa 府川 彰久 学展 -216 、学展 -217 

FUKAWA Ryuzo 布川 隆三 症展 -006 

FUKAZAWA Shinichi 深沢 真一 症展 -030

FUKINO Keiko 吹野 恵子 学展 -011 

FUKUI Kazunori 福井 和徳 学展 -007、学展 -013、 

  学展 -027、学展 -028、 

  学展 -094、症展 -044、 

  症展 -055、症展 -058

FUKUI Tadao 福井 忠雄 口演 -017

FUKUI Yuko 福井 裕子 口演 -012 

FUKUMASHI Kazuhiro 福増 一浩 学展 -112、学展 -151

FUKUMOTO Aoi 福本 葵 学展 -008

FUKUNAGA Tomohiro 福永 智広 学展 -058、学展 -109、 

  学展 -132

FUKUNO Naoto 福野 直人 学展 -129

FUKUNO Sachiko 福野 佐知子 学展 -129 

FUKUOKA Hiroki 福岡 裕樹 症展 -026 

FUKUSHIMA Mika 福嶋 美佳 学展 -030 

FUNADA Keita 鮒田 啓太 学展 -097 、口演 -013

FUNAHASHI Kenta 舩橋 健太 学展 -204 

FUNAKI Yukiha 舟木 幸葉 学展 -134 

FUNAMOTO Yuki 船本 有紀 学展 -113

FURUHATA Mayu 降旗 真由 学展 -226、学展 -239 

FURUKAWA Minami 古川 みなみ 学展 -030

FURUKAWA Shinji 古川 真司 学展 -010、学展 -236

FURUKAWA Yumi 古川 裕美 症展 -018、症展 -019

FUSHIMA Kenji 不島 健持 学展 -047、学展 -191

（ Ｇ ）

GANBURGED Ganjargal ガンブルゲド  ガンジャルガル 学展 -130

GOTO Shigemi 後藤 滋巳 学展 -032、学展 -055、 

  学展 -056、症展 -009、 

  症展 -010

GOTO Sho 後藤 翔 学展 -165 

GOTO Tazuko 後藤 多津子 学展 -001

GOTO Tetsuya 後藤 哲哉 学展 -044

GUNJI Hidemi 郡司 秀美 学展 -059 、学展 -083
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GUNJIGAKE Kaori 郡司掛 香織 学展 -026、学展 -078、 

  学展 -147 、学展 -148、 

  学展 -208

GUO Xiyuan  GUO Xiyuan AE-024

（ Ｈ ）

HAGA Shugo 芳賀 秀郷 学展 -023、学展 -226

HAJI Akira 櫨 彰 学展 -032

HAMADA Yoshiki 濱田 良樹 学展 -178

HAMAJIMA Kosuke 浜島 康祐 学展 -055 、症展 -009

HAMAMURA Kszunori 浜村 和紀 学展 -055

HAMANAKA Ryo 濱中 僚 口演 -004、学展 -035、 

  学展 -168

HAN Xue 韓 雪 口演 -013、学展 -097

HANAKAWA Takashi 花川 隆 学展 -040

HARA Eiki 原 瑛紀 学展 -107 

HARADA Masamori 原田 正守 学展 -113

HARATA Saori 原田 沙織 症展 -038

HARUYAMA Naoto 春山 直人 症展 -052 

HASEGAWA Naoya 長谷川 尚哉 学展 -029

HASEGAWA Yuh 長谷川 優 学展 -165、学展 -182 

HASHIMOTO Ritsuko 橋本 律子 学展 -233

HASHIMOTO Yoshiya 橋本 典也 学展 -091

HASUMOTO Miho 蓮本 美穂 学展 -176 

HATA Yuki 秦 佑樹 症展 -009

HATAKEYAMA Satoru 畠山 慧 学展 -144 、学展 -236

HATAKEYAMA Yuji 畠山 雄次 学展 -087

HATTORI Takako 服部 高子 学展 -073

HAYAKAWA Mai 早川 まい 学展 -141

HAYAMI Ayano 速水 彩乃 学展 -012 

HAYANO Satoru 早野 暁 学展 -066、口演 -012

HAYASHI Chiaki 林 千亜紀 学展 -046

HAYASHI Hiroki 林 宏己 学展 -151

HAYASHI Kaori 林 香里 学展 -056 

HAYASHI Meiri 林 明里 学展 -170

HAYASHI Ryosuke 林 亮助 学展 -046 

HAYASHI Sakiko 林 咲子 学展 -234

HAYASHI Sumire 林 澄令 学展 -051、症展 -039

HAYASHI Takafumi 林 孝文 口演 -017

HE Zheng-Mi  HE Zheng-Mi CE-005 

HER Soo-Bok  HER Soo-Bok AE-015

HIDA Mayu 樋田 真由 症展 -010

HIGASHIHORI Norihisa 東堀 紀尚 学展 -139、学展 -140、 

  学展 -188、学展 -209、 

  症展 -023

HIKIDA Takuji 疋田 拓史 学展 -076、学展 -080、 

  学展 -089

HIKITA Rina 疋田 理奈 症展 -023、症展 -045 

HIKITA Yu 疋田 悠 口演 -016、学展 -023、 

  学展 -192 、学展 -226

HIMURO Toshihiko 氷室 利彦 症展 -015

HINO Sayaka 日野 沙耶佳 学展 -142

HIRAKATA Chika 平形 智佳 学展 -006、学展 -206

HIRAKI Tomoka 平木 智香 学展 -059、学展 -083

HIRANO Yuka 平野 有果 症展 -010

HIRASAWA Yuuta 平澤 佑太 学展 -153

HIROHASHI Nobuyuki 廣橋 伸之 学展 -070

HIROSE Masakuni 廣瀬 将邦 学展 -007 

HIROSE Naoto 廣瀬 尚人 学展 -074、学展 -075

HIROTA Natsuki 広田 夏樹 学展 -118 

HISADA Kenichirou 久田 健一郎 学展 -113、学展 -114

HISANO Masataka 久野 昌隆 学展 -126

HITOMI Suzuro 人見 涼露 学展 -042

HOJO Sawa 北城 紗和 症展 -036 

HONDA Junya 本田 淳也 学展 -179 

HONDA Koji 本田 康二 学展 -177、症展 -022

HONDA Manabu 本田 学 学展 -040

HONDA Yoshitomo 本田 義知 学展 -091、学展 -107

HONDO Keiko 本藤 景子 学展 -037

HONG Haixin  HONG Haixin AE-003 

HORI Kazuhiro 堀 一浩 学展 -187

HORIE Kayo 堀江 佳代 学展 -083

HORIGOME Yurie 堀篭 百合恵 学展 -079 

HORIHATA Satoshi 堀畑 聡 学展 -152

HORINUKI Eri 堀貫 恵利 学展 -031 

HORIUCHI Shinya 堀内 信也 症展 -032

HOSHI Kazuto 星 和人 学展 -201

HOSHIJIMA Mitsuhiro 星島 光博 学展 -066、学展 -073 

HOSHINO Masanori 星野 正憲 学展 -036

HOSOMICHI Jun 細道 純 口演 -011、AE-003

HOSOMICHI Kazuyoshi 細道 一善 学展 -202、学展 -226

HOSOYA Hisashi 細谷 尚史 学展 -027

HOSOYAMA Chikako 細山 智加子 学展 -223 

HOSOYMA Yukiko 細山 有規子 学展 -223

HOTOKEZAKA Hitoshi 佛坂 斉祉 学展 -015

HOU Chen-Chun  HOU Chen-Chun CE-008 
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HSIEH Cheng-Yen  HSIEH Cheng-Yen CE-004

HSU Jui-Ann  HSU Jui-Ann CE-006 、CE-011 

HSU Meng-Chu  HSU Meng-Chu CE-007 

HUANG Chun-Shuo  HUANG Chun-Shuo CE-002 

HUANG Chun-Yi  HUANG Chun-Yi CE-010 

HUANG Su-Chen  HUANG Su-Chen AE-020

HUANG Yu-Ting  HUANG Yu-Ting CE-009 

HUTAMI Islamy  HUTAMI Islamy AE-011

HWANG Chung-Ju  HWANG Chung-Ju AE-023

HWANG Hyewon  HWANG Hyewon AE-015

HWANG Soonshin  HWANG Soonshin AE-001、AE-007、 

  AE-026、CE-017

（ Ｉ ）

ICHIHARA Aki 市原 亜起 学展 -084 、症展 -032

ICHIKAWA Kazuhiro 市川 和博 学展 -214

IDA Hiroto 井田 裕人 学展 -109 、学展 -110

IDA Takako 井田 貴子 学展 -057

IDE Nami 井出 奈美 学展 -178 

IGARASHI Mai 五十嵐 真衣 学展 -189 

IGARASHI Nanase 五十嵐 七瀬 学展 -209

IGUCHI Satoru 井口 暁 学展 -199、症展 -048 

IIDA Junichiro 飯田 順一郎 学展 -024、学展 -082、 

  学展 -088、学展 -102、 

  学展 -108、学展 -205、 

  学展 -213、症展 -038

IIJIMA Masahiro 飯嶋 雅弘 学展 -101、学展 -104、 

  学展 -115、学展 -119、 

  学展 -156

IIJIMA Yuki 飯島 由貴 学展 -025

IIMURA Tadahiro 飯村 忠浩 学展 -086

IKAI Ryota 井貝 亮太 症展 -015

IKEDA Etsuko 池田 悦子 学展 -109

IKEDA Yuhei 池田 侑平 学展 -215、AE-024

IKEMORI Takahiro 池森 宇泰 症展 -043

IKEMORI Yoshiyuki 池森 由幸 学展 -167、学展 -227、 

  学展 -228、学展 -229、 

  学展 -230、学展 -231 、 

  学展 -232

IKEMURA Shoko 池村 祥子 症報 -015 

IKOMA Misa 生駒 美沙 学展 -016、学展 -019

IMAI Haruki 今井 治樹 学展 -177、症展 -022 

IMAI Nahoko 今井 なほこ 学展 -051、症展 -039

IMAMURA Toshihiro 今村 俊博 学展 -215

INABA Mizuki 稲葉 瑞樹 学展 -105

INADA Hiroko 稲田 浩子 症展 -036

INAGAKI Yumi 稲垣 有美 学展 -209

INAGE Shigeyori 稲毛 滋自 学展 -227、学展 -228、 

  学展 -229、学展 -230、 

  学展 -231、学展 -232

INAMI Kaoru 居波 薫 学展 -223

INOKUCHI Takato 井口 隆人 学展 -201 

INOSE Masashi 猪瀬 将司 学展 -050

INOUE Asako 井上 愛沙子 学展 -078

INOUE Kaoru 井上 香織 学展 -240

INOUE Katarzyna A. INOUE Katarzyna A. AE-024

INOUE Masaki 井上 雅葵 学展 -209

INOUE Masamu 井上 維 口演 -007 

INOUE Momoko 井上 桃子 学展 -026

INUBUSHI Toshihiro 犬伏 俊博 学展 -022、口演 -010、 

  症展 -013

INUZUKA Shinichi 犬束 信一 症展 -029 

IRIE Jogen 入江 丈元 症報 -004 

ISHI Sakiko 石 彩記子 学展 -183、学展 -184、 

  学展 -185 、学展 -186

ISHIDA Masahiko 石田 匡彦 学展 -062、学展 -064 、 

  学展 -110、AE-009

ISHIDA Yuji 石田 雄之 学展 -215、口演 -011、 

  AE-003

ISHIHARA Kenya 石原 健也 症報 -007 

ISHIHARA Yoshihito 石原 嘉人 口演 -001、口演 -002、 

  学展 -066、学展 -086、 

  学展 -221、症展 -005、 

  症展 -056 、AE-010、 

  CE-018

ISHII Hitomi 石井 瞳 学展 -218、学展 -219、 

  学展 -220 

ISHII Kanako 石井 加奈子 症展 -052

ISHII Kaori 石井 かおり 学展 -152

ISHII TAKENOBU 石井 武展 学展 -048

ISHIKAWA Hiroyuki 石川 博之 学展 -087、学展 -203、 

  学展 -211、症展 -036

ISHIKAWA Kunio 石川 邦夫 学展 -106

ISHIKAWA Rina 石川 里奈 学展 -104 

ISHIMARU Hiroko 石丸 紘子 学展 -219 

ISHIMITSU Shunsuke 石光 俊介 学展 -152
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ISHIMOTO Kazuya 石本 和也 症展 -004

ISHISAKI Akira 石崎 明 学展 -090

ISOGAI Yukako 磯貝 由佳子 症展 -046 

ISSHIKI Yoshitomo 一色 祥智 学展 -164

ITO Aiko 伊藤 愛子 学展 -041

ITO Takaaki 伊藤 孝明 症展 -001

ITO Takuro 伊東 拓朗 学展 -181

ITO Tomoe 伊藤 智恵 学展 -227、学展 -228、 

  学展 -229、学展 -230 、 

  学展 -231、学展 -232

ITO Yousuke 伊藤 洋介 症展 -025

ITOH Shinsuke 伊藤 慎将 口演 -010、症展 -013 

ITOH Takami 伊東 隆三 学展 -133

IWAI Toshinori 岩井 俊憲 学展 -189

IWANE Takehiro 岩根 健大 学展 -077 

IWASA  Akihiko IWASA Akihiko AE-011

IWASA Akihiko 岩浅 亮彦 学展 -235

IWASAKI Masanari 岩崎 将也 学展 -109、学展 -132

IWASAKI Yukari 岩崎 由香利 症展 -062

IWATA Sayo 岩田 小夜 学展 -111

IWATA Toshio 岩田 敏男 学展 -008

IZAWA Takashi  IZAWA Takashi AE-011

（ Ｊ ）

JANG Hyojin  JANG Hyojin CE-016

JANG Woowon  JANG Woowon AE-001、AE-007 、 

  AE-026 、CE-017

JANG Young-Kwang  JANG Young-Kwang AE-017

JEONG Jeong-Hwa  JEONG Jeong-Hwa AE-023 

JEONG Kyusung  JEONG Kyusung AE-005

JEONG Soonphill  JEONG Soonphill AE-005

JIANG Yue-Min  JIANG Yue-Min AE-020

JINNAI Sachio 陣内 祥男 口演 -004、学展 -168 

JINZENJI Maya 秦泉寺 麻耶 学展 -070 

JOGAKI Chihiro 城垣 千寛 学展 -012

JUNG Sooin  JUNG Sooin AE-007

（ Ｋ ）

KABASAWA Yui 加羽澤 侑以 学展 -005 

KABASAWA Yuji 樺沢 勇司 症展 -023、症展 -025

KADOTA-WATANABE Chiho 門田 千穂 口演 -003、学展 -188、 

  AE-025

KAGEYAMA Ikuo KAGEYAMA Ikuo AE-006

KAGEYAMA Toru 影山 徹 学展 -014、学展 -036、 

  学展 -037、症展 -057

KAISAKA Yoshiya 会坂 善也 学展 -209

KAJI Keita 梶 敬太 学展 -113、学展 -114

KAJII Takashi 梶井 貴史 学展 -024 

KAJIWARA Kouicchirou 梶原 弘一郎 学展 -211

KAKIHARA Yoshito 柿原 嘉人 学展 -071

KAKU Masaru 加来 賢 学展 -057

KAKUTANI Hitomi 角谷 瞳 学展 -205 

KAMEDA Takashi 亀田 剛 学展 -099 、学展 -100、 

  AE-006

KAMEI Hirokazu 亀井 宏和 学展 -048

KAMIJO Ryutaro 上條 竜太郎 学展 -069

KAMIMOTO Hiroyuki 紙本 裕幸 口演 -009 、症展 -023

KAMIMURA Hiroki 上村 裕希 症報 -005 

KAMIMURA Rantaro 上村 藍太郎 学展 -043 

KAMIOKA Hiroshi 上岡 寛 口演 -001、口演 -002、 

  口演 -012、学展 -009、 

  学展 -063、学展 -066、 

  学展 -073、学展 -086、 

  学展 -143、学展 -221、 

  学展 -222、症展 -004、 

  症展 -005、症展 -041、 

  症展 -042、症展 -056、 

  症展 -059、AE-010、 

  CE-018

KAMOGASHIRA Naoko 鴨頭 奈央子 学展 -087

KANADA Saki 金田 紗季 症展 -009

KANAME Tadashi 要 匡 症展 -052

KANAYAMA Hayato 金山 隼人 学展 -138

KANEDA Yosho 金田 用将 学展 -191 

KANEKO Sawa 金香 佐和 口演 -011、AE-003

KANG Ji-in KANG Ji-in AE-012 

KANG Soonhwa 姜 順花 学展 -049

KANNO Zuisei 簡野 瑞誠 症展 -017 、症展 -061 

KANO Mizuki 鹿野 瑞貴 学展 -089 

KANOMI Ryuzo 嘉ノ海 龍三 学展 -218、学展 -219、 

  学展 -220、学展 -221、 

  学展 -222

KANZAKI Hiroyuki 菅崎 弘幸 学展 -038 、学展 -068、 

  学展 -081

KARASHIMA Momoko 唐嶋 桃子 学展 -221 

KASAHARA Ryutaro 笠原 龍太郎 症展 -003
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KASAI Kazutaka 葛西 一貴 学展 -076、学展 -077、 

  学展 -079、学展 -080、 

  学展 -089、学展 -152

KASAI Miki 葛西 美樹 口演 -018

KASAI Shinichirou 笠井 新一郎 学展 -225

KASHIO Haruna 樫尾 治奈 学展 -093、学展 -170、 

  学展 -207 、症展 -024 、 

  症展 -035

KATAGIRI Yoichi 片桐 洋一 症報 -016 

KATAKURA Akira 片倉 朗 学展 -186

KATAOKA Tomoki 片岡 伴記 学展 -009

KATAYAMA Koshu 方山 光朱 口演 -016、学展 -192

KATO Chiho 加藤 千帆 学展 -190 、AE-004

KATO Makiko 加藤 万紀子 学展 -149、学展 -150

KATO Masami 加藤 正美 症報 -012 

KATO Misa 加藤 美沙 症展 -012

KATO Riyu 加藤 梨友 学展 -103

KATO Takahumi 加藤 隆史 学展 -017

KATO Yasumasa 加藤 靖正 学展 -094

KATO Yuho 加藤 悠歩 口演 -015

KATO Yuka 加藤 結香 学展 -088 

KATSUMATA Akitoshi 勝又 明敏 学展 -118、学展 -153

KATSUMATA Yuta 勝又 裕太 学展 -081 

KATSUNO Mai 勝野 麻衣 学展 -145

KAWABE Ayako 川辺 綾子 学展 -166 

KAWAGUCHI Kyotaro 河口 馨太朗 学展 -101、学展 -104

KAWAHARA Yoshimi 川原 良美 学展 -036、学展 -037、 

  症展 -050 

KAWAI Nobuhiko 川合 暢彦 学展 -053、学展 -235

KAWAI Tatsushi 河合 達志 症展 -009

KAWAJIRI Akemi 川尻 朱美 学展 -004 

KAWAKAMI  Masayoshi 川上 正良 学展 -067

KAWAKAMI Toshiyuki 川上 敏行 学展 -065

KAWAMOTO Tatsuo 川元 龍夫 学展 -026、学展 -042、 

  学展 -078、学展 -147、 

  学展 -148、学展 -208

KAWAMURA Jun 河村 純 学展 -167 、学展 -171 、 

  学展 -172、学展 -174

KAWAMURA Naohiko 川村 尚彦 学展 -104、学展 -115、 

  学展 -156 

KAWAMURA Noriyuki 河村 徳之 学展 -094 

KAWANABE Hitoshi 川鍋 仁 学展 -007、学展 -013、 

  学展 -027、学展 -094、 

  症展 -058

KAWANABE Noriaki 川邉 紀章 口演 -012、学展 -009、 

  学展 -066、学展 -143、 

  学展 -222

KAWATO Takayuki 川戸 貴行 学展 -072、学展 -200

KAWATSU Masayoshi 川津 正慶 学展 -096

KERA Yohei 解良 洋平 学展 -132

KHUREL Tsendsuren  KHUREL Tsendsuren AE-011 

KIKAWADA Touru 黄川田 徹 学展 -020

KIKUCHI Emiko 菊池 恵美子 学展 -090

KIKUTA Jun 菊田 純 学展 -076、学展 -077、 

  学展 -080

KIM Hansuk  KIM Hansuk AE-015

KIM Kyung A  KIM Kyung A AE-016

KIM Kyung-Ho  KIM Kyung-Ho AE-001、AE-007、 

  AE-026、CE-017

KIM Namhee  金 南希 症展 -032 

KIM Seonghun  KIM Seonghun AE-005

KIM Seong-hun  KIM Seong-hun AE-012

KIM Seongsik  KIM Seongsik AE-005 、AE-014、 

  AE-027

KIM Soo-yeon  KIM Soo-yeon AE-022 

KIM Su Jung  KIM Su Jung AE-016

KIM Sujin  KIM Sujin AE-001 、AE-007、 

  AE-026、CE-017 

KIM Sunghun  KIM Sunghun AE-014、AE-027 

KIM Su-Tae  KIM Su-Tae AE-017

KIM Tae-Woo  KIM Tae-Woo AE-018

KIM Takenori  金 壮律 学展 -082

KIM Yongil  KIM Yongil AE-002、AE-014、 

  AE-027、CE-016

KIMURA Aya 木村 綾 学展 -059、学展 -083 

KIMURA Emiko 木村 絵美子 症展 -018、症展 -019

KIMURA Hitomichi 木村 仁迪 学展 -090、学展 -236 

KIMURA Keisuke 木村 桂介 学展 -061、学展 -062、 

  学展 -064、学展 -092、 

  学展 -095、学展 -110、 

  AE-008、AE-009、 

  AE-013

KIMURA Nagaho 木村 長穂 症報 -013 

KIMURA Ryosuke 木村 亮介 口演 -016、学展 -023、 

  学展 -192

KIMURA Seiji 木村 晴地 学展 -096
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KINBARA Masayuki 金原 正敬 学展 -132

KINOSHITA Yukiko 木下 由紀子 口演 -018

KINUKAWA Masao 絹川 雅夫 学展 -111

KIRITA Tadaaki 桐田 忠昭 学展 -067

KISHIKAWA Akiko 岸川 明子 学展 -061 、学展 -062、 

  学展 -092、学展 -095、 

  学展 -110、AE-008、 

  AE-009、AE-013

KITA Haruna 北 はるな 学展 -239

KITA Soma 喜田 壮馬 学展 -180

KITAFUSA Hiroyuki 北總 博之 学展 -003 

KITAFUSA Yukio 北總 征男 学展 -003

KITAGAWA Junichi 北川 純一 学展 -043

KITAHARA Toru 北原 亨 症展 -028

KITAI Noriyuki 北井 則行 学展 -012、学展 -118、 

  学展 -145

KITAI Syuuto 鍛代 秀人 症展 -018、症展 -019

KITAMI Kohei 北見 公平 学展 -057

KITAMURA Tetsuya 北村 哲也 学展 -082

KITAURA Hideki 北浦 英樹 学展 -061、学展 -062、 

  学展 -064、学展 -092、 

  学展 -110、学展 -132、 

  症展 -021、学展 -095、 

  AE-008、AE-009、 

  AE-013

KOBAYASHI Masayuki 小林 真之 学展 -031

KOBAYASHI Sakurako 小林 さくら子 学展 -141

KOBAYASHI Shigemasa 小林 成匡 学展 -156

KOBAYASHI Tadaharu 小林 正治 学展 -018

KOBAYASHI Taichi 小林 太一 口演 -017

KOBAYASHI Yoshiki 小林 義樹 学展 -182

KOBAYASHI Yukiho 小林 起穂 口演 -009、口演 -018、 

  学展 -209、症展 -023

KOBORI Yoshinori 小堀 善則 症展 -038

KODA Naoki 幸田 直己 学展 -139 

KODA Takashi 幸田 隆史 口演 -014、学展 -052、 

  学展 -175 

KODA Yuka 幸田 優花 学展 -016、学展 -019 

KOGA Masatada 古賀 正忠 学展 -112、学展 -151

KOGA Yoshiyuki 古賀 義之 口演 -004、学展 -035、 

  学展 -168

KOGO Mikihiko 古郷 幹彦 症展 -020、症展 -047

KOH Bumyeon  KOH Bumyeon CE-013

KOHARA Haruka 小原 悠 学展 -035、学展 -181 

KOIDE Katsunori 小出 勝典 学展 -160、学展 -162 

KOIZUMI Kyoko 小泉 響子 学展 -214 

KOJIMA Yuka 小嶋 有香 症報 -018 

KOKABU Syouitirou 古株 彰一郎 学展 -208

KOKAI Satoshi  KOKAI Satoshi AE-004

KOMAKI Hiroya 小牧 博也 学展 -168

KOMAKI Sayaka 小巻 沙也佳 学展 -047 

KOMATSU Shohei 小松 昌平 学展 -152 

KOMORI Hiroki 古森 紘基 症展 -005、症展 -042

KONDO Hisataka 近藤 久貴 学展 -056

KONDOU Airi 近藤 愛理 学展 -015

KONDOU Takanobu 近藤 崇伸 学展 -015

KONNO Muneaki 今野 宗昭 症展 -044

KONO Kana 河野 加奈 症展 -059 

KOSAKA Hajime 小坂 肇 症展 -040 

KOSAKA Tatsuya 小坂 竜也 症展 -040

KOSAKU Kazuhito 小作 一仁 学展 -164 

KOUZAKI Hiroto 神崎 寛人 学展 -163

KOUZATO Satoshi 上里 聡 学展 -225

KOYANAGI Kotaro 小柳 宏太郎 学展 -044

KOZATO Satoshi 上里 聡 症展 -002

KUBO Michi 久保 迪 学展 -201

KUBONO Mariko 窪野 真理子 学展 -166

KUBOTA Mamoru 久保田 衛 学展 -131

KUBOTA Takao 久保田 隆朗 症展 -007 、症展 -063

KUDOH Atsuo 工藤 淳夫 学展 -193 

KUMA Yoichiro  KUMA Yoichiro AE-003

KUMAGAI Yuriko 熊谷 友理子 学展 -123、学展 -195

KUMAZAWA Masao 熊澤 正雄 学展 -038

KUNIMATSU Ryo 國松 亮 学展 -059、学展 -083

KURABAYASHI Toru 倉林 亨 学展 -188

KURABEISHI Hiroyuki 双石 博之 学展 -028、症展 -055

KURATA Kazuyuki 倉田 和之 学展 -138

KURE Kyoko 呉 響子 学展 -019

KURIHARA Kanako 栗原 加奈子 口演 -017、学展 -045、 

  学展 -187

KURODA Eiko 黒田 栄子 症展 -044 

KURODA Yukiko 黒田 由紀子 学展 -051、症展 -039

KUROISHI Kayoko 黒石 加代子 学展 -026、学展 -078、 

  学展 -147、学展 -148 、 

  学展 -208

KUROSAKA Hiroshi 黒坂 寛 口演 -010、学展 -022、 
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  症展 -013、症展 -020、 

  症展 -046、症展 -047、 

  AE-028 、AE-029

KUROYANAGI Norio 黒柳 範雄 症展 -029

KURUSU Aya 來栖 彩 学展 -155 

KURUSU Satoshi 來栖 聡 学展 -155

KUSABA Gaku 草場 岳 口演 -008 、症展 -018、 

  症展 -019

KUSHIMOTO Kazuo 串本 一男 症展 -027 

KUWAZIMA Yukinori 桑島 幸紀 学展 -236

KYUNG Hyo Jung  KYUNG Hyo Jung AE-016

（ Ｌ ）

LAI Jui-pin  LAI Jui-pin 口演 -006

LE THI THUY Ly LE THI THUY Ly 学展 -143

LEE Chaekyung  LEE Chaekyung AE-022

LEE Chonho  リー チョンホ 学展 -117、学展 -122

LEE Joon Goo  LEE Joon Goo AE-001

LEE Kee-Joon  LEE Kee-Joon AE-022

LEE Sang-Hoon  LEE Sang-Hoon AE-017

LEE Sang-Min  LEE Sang-Min AE-017

LEE Seungmin  LEE Seungmin AE-014、AE-027

LEE Shin-Jae  LEE Shin-Jae AE-015

LEE Tzu-Hsin  LEE Tzu-Hsin CE-012 

LEE Won  LEE Won AE-026

LEE Yoo-Sun  LEE Yoo-Sun AE-018 

LEKVIJITTADA Kochakorn  LEKVIJITTADA Kochakorn AE-003

LIAO Da-ming  LIAO Da-ming 口演 -005 

LIM Jaeyeon  林 在娟 学展 -117

LIM Seung-weon  LIM Seung-weon CE-015 

LIN Chih-Chieh  LIN Chih-Chieh CE-009

LIN Jian-An  LIN Jian-An CE-001 

LIN Shiu-shiung  LIN Shiu-shiung 口演 -006

LIN Wanting  林 婉テイ 学展 -201

LIN Wan-ying  LIN Wan-ying 口演 -006 

LIU Jia-kuang  LIU Jia-kuang 口演 -005

LIU Yin-Chun  LIU Yin-Chun AE-020

LO Yu-Cheng  LO Yu-Cheng AE-020、CE-003 

（ Ｍ ）

MABUCHI Ikue 馬渕 郁恵 学展 -146 

MABUCHI Takashi 馬渕 隆史 学展 -167

MAEDA Hideyuki MAEDA Hideyuki AE-003

MAEDA Kozue 前田 梢 症展 -010 

MAEDA Toyonobu 前田 豊信 学展 -094

MAEDA Yoshiko 前田 嘉子 学展 -016、学展 -019

MAEDA-IINO Aya 前田 綾 学展 -030、症展 -043 

MAENO Masao 前野 正夫 学展 -200

MAESAWA Chihaya 前沢 千早 学展 -238

MAKI Koutaro 槇 宏太郎 口演 -016、学展 -020、 

  学展 -023、学展 -069、 

  学展 -098、学展 -103、 

  学展 -124、学展 -125、 

  学展 -192、学展 -202、 

  学展 -226、学展 -239

MAKIGUCHI Mio  MAKIGUCHI Mio AE-004

MAMADA Katsuyoshi 侭田 勝由 学展 -103

MANABE Yoshikazu 真鍋 義一 学展 -078

MANO Mikiko 真野 樹子 症展 -049 

MARAHLEH Aseel マラーレ  アジール 学展 -061、学展 -062、 

  学展 -092、学展 -095、 

  AE-008、AE-009、 

  AE-013 

MARUOKA Ryo 丸岡 亮 学展 -201

MASUDA Kumiko 益田 久美子 学展 -131

MASUDA Takashi 増田 貴 学展 -046

MASUDA Yuji 増田 裕次 症展 -057

MATSUBARA Takuma 松原 琢磨 学展 -208

MATSUBAYASHI Yukie 松林 幸枝 学展 -201

MATSUDA Yuko 松田 裕子 学展 -087 

MATSUDA Yusuke 松田 祐典 症展 -056

MATSUIKE Rieko 松生 理恵子 学展 -072 

MATSUMOTO Naoyuki 松本 尚之 学展 -091、学展 -107、 

  学展 -223

MATSUMOTO Rina 松本 梨奈 学展 -033、学展 -034 

MATSUMOTO Shikino 松本 識野 学展 -090 、学展 -238

MATSUMOTO Tsutomu 松本 力 学展 -188、学展 -210、 

  症展 -025

MATSUMURA Kenjiro 松村 健二郎 学展 -139

MATSUMURA Tomonari 松村 智成 学展 -215

MATSUURA Ken 松浦 健 学展 -138

MATUNAGA Satoru 松永 智 口演 -008

MAYAHARA Kotoe 馬谷原 琴枝 学展 -072

MAYAMA Atsushi 真山 敦 学展 -132 

MAYAMA Hisayo 間山 寿代 学展 -010 、学展 -238

MIHARA Kiyomi 三原 聖美 症展 -020
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MIHARA Masashi 三原 正志 学展 -174

MINAMIKAWA Hajime 南川 元 学展 -088

MINATO Yukari 湊 友香里 学展 -076

MINODA Aoi 箕田 碧 口演 -015

MITSUI Jun 三井 純 学展 -024

MITSUI Naomi 三井 なおみ 学展 -084

MIURA Auska 三浦 明日香 学展 -234 

MIURA Chikara 三浦 力 学展 -196

MIURA Hiroyuki 三浦 廣行 学展 -090、学展 -144、 

  学展 -236、学展 -238

MIURA Yoshiko 三浦 佳子 口演 -018

MIYAGAWA Yukio 宮川 行男 学展 -002、学展 -161、 

  学展 -162、学展 -165、 

  学展 -206

MIYAJIMA Kuniaki 宮島 邦彰 症展 -034

MIYAJIMA Rina 宮島 理奈 学展 -051、症展 -039

MIYAJIMA Yuuki 宮島 悠旗 症展 -034 

MIYAKE Ayumi 三宅 亜由美 学展 -114

MIYAMA Sonoko 深山 園子 学展 -151 

MIYAMOTO J Jun 宮本 順 学展 -040

MIYAMOTO Yoichi 宮本 洋一 学展 -069

MIYANO Junichi 宮野 純一 学展 -222 

MIYASHITA Shunro 宮下 俊郎 学展 -109、学展 -132

MIYASHITA Wataru 宮下 渉 症展 -016

MIYAUCHI Mutsumi 宮内 睦美 学展 -083

MIYAWAKI Shouichi 宮脇 正一 学展 -030、学展 -044、 

  学展 -142、症展 -043、 

  症展 -054

MIYAZAKI Kanako 宮崎 佳奈子 口演 -013、学展 -097

MIYAZAKI Takayuki 宮崎 貴之 症展 -025

MIYAZAWA Ken 宮澤 健 学展 -032、学展 -055、 

  学展 -056、症展 -009

MIYOSHI Kenji 三好 健次 症報 -003 

MIZOGUCHI Itaru 溝口 到 学展 -093、学展 -101、 

  学展 -104、学展 -115、 

  学展 -119、学展 -156、 

  学展 -170、学展 -207、 

  症展 -011、症展 -024、 

  症展 -035

MIZUHARA Masahiro 水原 正博 学展 -078 

MIZUKAWA Takuma 水川 卓磨 学展 -238

MIZUKOSHI Masaru 水越 優 学展 -057 

MIZUNO Shuhei 水野 周平 口演 -008

MIZUNUMA Minako 水沼 美奈子 学展 -197 

MIZUTANI Masutaka 水谷 太尊 学展 -182

MOGI Kazuhisa 茂木 和久 症報 -010 

MOHAMED Adel モハメド  アデル 口演 -016、学展 -023、 

  学展 -192

MOHRI Tamaki 毛利 環 学展 -240 

MOON Won Moon Won 症展 -006

MORI Hiroki 森 浩喜 学展 -085、学展 -235、 

  AE-011

MORI Hironori 森 寛典 学展 -055

MORI Junichiro 森 淳一郎 症展 -008 

MORI Yoshihide 森 悦秀 症展 -028

MORII Aoi 森井 葵 学展 -042 

MORITA Chisato 森田 知里 口演 -010、症展 -013、 

  症展 -051 

MORITA Yukiko 森田 幸子 学展 -015

MORIUCHI Emi 森内 絵美 学展 -035

MORIYAMA Keiji 森山 啓司 口演 -003、口演 -009、 

  口演 -018、学展 -040、 

  学展 -049、学展 -139、 

  学展 -140、学展 -188、 

  学展 -204、学展 -209、 

  学展 -210、症展 -023、 

  症展 -025、症展 -045、 

  AE-025

MOTOYOSHI Mitsuru 本吉 満 学展 -031、学展 -072、 

  学展 -105、学展 -164、 

  学展 -200

MUGURUMA Takeshi 六車 武史 学展 -101 

MUKAIBO Tomohiro 向坊 友宏 症報 -009 

MUKASA Yurika 武笠 友里香 学展 -183、学展 -184 、 

  学展 -185、学展 -186

MURABAYASHI Manabu 村林 学 学展 -118

MURAKAMI Akiko 村上 暁子 学展 -010、学展 -238 

MURAKAMI Aya 村上 彩乃 学展 -027 

MURAKAMI Ayaka 村上 彩花 症展 -018、症展 -019

MURAKAMI Madoka 村上 円郁 症展 -057 

MURAKAMI Takashi 村上 隆 症展 -004、症展 -041

MURAKI Kazunori 村木 一規 症展 -003

MURAMATSU Hiroyuki 村松 裕之 学展 -214

MURAMOTO Keiko 村本 慶子 学展 -204

MURAOKA Rina 村岡 理奈 学展 -065 

MURASUGI Ryo 村杉 嶺 学展 -027
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MURATA Seiya 村田 征矢 学展 -122

MURATA Yuka 村田 有香 口演 -010 、症展 -047 

MYAT Aung Bhone  MYAT Aung Bhone 口演 -003 

（ Ｎ ）

NAGAHAMA Ryo 長濱 諒 学展 -202

NAGAI Hirohito 永井 宏人 学展 -151

NAGAI Kohei 永井 航平 学展 -048

NAGAI Yoshihiro 永井 嘉洋 症報 -017 

NAGASAKI Ryota 長崎 綾汰 学展 -104

NAGASAKI Tsukasa 長崎 司 口演 -017、学展 -045、 

  学展 -187

NAGATA Kenji 永田 賢司 症展 -003

NAGAYAMA Kazuhiro 長山 和弘 学展 -069 

NAKAGAWA Shoko 中川 祥子 症展 -043

NAKAI Daishi 中井 大史 学展 -133

NAKAJIMA Akira 中嶋 昭 学展 -072、学展 -164、 

  学展 -200

NAKAJIMA Kengo 中島 健吾 学展 -059、学展 -083

NAKAMURA Fumihiko 中村 文彦 学展 -145 

NAKAMURA Masahiro 中村 政裕 学展 -009、学展 -066、 

  学展 -143 

NAKAMURA Norifumi 中村 典史 症展 -043

NAKAMURA Ruriko 中村 留理子 症展 -023 

NAKAMURA Sayuri 中村 さゆり 症報 -008 

NAKAMURA Takehito 中村 武仁 学展 -046

NAKAMURA Takuya 中村 琢也 学展 -181

NAKAMURA Yoshiki 中村 芳樹 学展 -038、学展 -041、 

  学展 -053、学展 -068、 

  学展 -081、学展 -178、 

  症展 -001

NAKAMURA Yu 中村 優 学展 -025 

NAKANE Takashi 中根 隆 学展 -037

NAKANO Haruhisa 中納 治久 学展 -103 

NAKANO Keisuke 中野 敬介 学展 -065

NAKANO Yasuharu 仲野 安治 学展 -154

NAKAO Yuya 中尾 友也 学展 -093

NAKAOKA Kazutoshi 中岡 一敏 学展 -178

NAKASHIMA Tomoki 中島 友紀 口演 -007

NAKATA Juri 中田 樹里 学展 -060、学展 -071 

NAKATA Takao 中田 隆夫 口演 -011

NAKATANI Ayaka 中谷 文香 学展 -059

NAKATANI Ryutaro 仲谷 龍太郎 症展 -003

NAKATSUGAWA Kohei 中津川 昂平 学展 -022 、症展 -020、 

  症展 -046

NAKATSUKA Kumiko 中塚 久美子 学展 -138

NAKAWAKI Takatoshi 中脇 貴俊 口演 -016 、学展 -023、 

  学展 -192、学展 -226

NAKAYAMA Erika 中山 瑛加 学展 -076、学展 -077、 

  学展 -089

NAKAYAMA Masashi 中山 仁史 学展 -152

NAKAYAMA Yousuke 中山 陽介 学展 -171

NAKAYAMA Yuji 中山 雄司 学展 -091、学展 -223 

NAMURA Yasuhiro 納村 泰弘 学展 -105 

NARAHARA Haruna 楢原 春奈 学展 -181

NARAMOTO Tatsuya 楢本 達也 学展 -037 

NARIMIYA Tsuyoshi 成宮 毅 学展 -068 

NARITA Kiyoko 成田 清子 症展 -014

NARITA Shinichi 成田 信一 症展 -014 

NEGISHI Shinichi 根岸 慎一 学展 -152

NEZU Hiroshi 根津 浩 症展 -003

NEZU Makoto 根津 允 学展 -028 、症展 -055

NGUYEN Anhtuan ヌエン アン チュアン 学展 -168

NGUYEN TUAN A  NGUYEN TUAN A 口演 -004 

NIHARA Jun 丹原 惇 学展 -018、学展 -045、 

  学展 -060、学展 -071

NIIJIMA Ayako 新島 綾子 学展 -018 

NIIKURA Ryoichi 新倉 良一 学展 -151

NIINO Motoki 新野 幹樹 学展 -136 

NIKI Yuki 仁木 佑紀 学展 -209 

NISHI Kyouichi 西 恭一 学展 -164

NISHII Yasushi 西井 康 口演 -008、学展 -001、 

  学展 -183、学展 -184、 

  学展 -185、学展 -186 

NISHIMURA Norihiko 西村 則彦 症展 -015 

NISHIURA Aki 西浦 亜紀 学展 -091、学展 -107、 

  学展 -223

NISHIYAMA Sayuri 西山 沙由理 学展 -074、学展 -075

NODA Koji 野田 晃司 学展 -081

NODERA Yoshinori 野寺 義典 学展 -212

NOGUCHI Kazuma 野口 一馬 症展 -060

NOGUCHI Kenshi 野口 健志 症展 -028 、症展 -052

NOGUCHI Takahiro 野口 隆弘 学展 -061、学展 -062、 

  学展 -092、学展 -095 、 

  AE-008、AE-009、 

  AE-013
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NOH Sooji  NOH Sooji AE-019 

NOIRI Yuichiro 野杁 由一郎 学展 -060

NOJIMA Kunihiko 野嶋 邦彦 口演 -008、学展 -001、 

  学展 -183、学展 -184、 

  学展 -185、学展 -186

NOMA Hideo 野間 秀郎 学展 -227、学展 -228、 

  学展 -229 、学展 -230、 

  学展 -231、学展 -232

NOMURA Shunsuke 野村 俊介 症展 -052

NORIMATSU Yuka 則松 佑佳 学展 -131 

（ Ｏ ）

OBATA Tomoko 小幡 智子 症展 -018 、症展 -019 

OBAYASHI Naoto 大林 尚人 学展 -188

ODAGAKI Naoya 小田垣 直弥 口演 -001、口演 -002、 

  学展 -066 、学展 -086 

  AE-010

ODAWARA Kensuke 小田原 謙介 学展 -135

ODAWARA Shiho 小田原 志穂 学展 -135 

OGA Yasuhiko 大賀 泰彦 学展 -030

OGASAWARA Naoko 小笠原 直子 学展 -085 

OGASAWARA Noriko 小笠原 法子 学展 -051、症展 -039

OGASAWARA Takeshi 小笠原 毅 症展 -025 

OGAWA Saika 小川 紗衣香 学展 -061、学展 -062、 

  学展 -092、学展 -095、 

  学展 -110、AE-008、 

  AE-009、AE-013

OGAWA Taichi 小川 太一 学展 -237 

OGAWA Takuya 小川 卓也 口演 -003、学展 -049、 

  学展 -140、学展 -204、 

  AE-004、AE-025

OGAWA Tomoko 小川 智子 症展 -044

OGAWA Yudai 小川 雄大 口演 -008

OGIHARA Miki 荻原 美希 学展 -014 

OGURA Hiroyuki 小倉 弘之 症展 -018、症展 -019

OGURA Isao 小倉 公 学展 -025

OGURA Kenji 小倉 健司 口演 -018、症展 -045

OGURA Mayumi 小倉 真由美 学展 -025

OHBA Seigo 大場 誠悟 学展 -181

OHI Yoshiaki 大井 義明 学展 -032

OHKUBO Kazumi 大久保 和美 学展 -201

OHKUMA Kazuo 大熊 一夫 学展 -099、学展 -100

OHKURA Mariko 大倉 麻里子 学展 -060 、学展 -071

OHKURA Naoto 大倉 直人 学展 -060

OHMURE Haruhito 大牟禮 治人 学展 -030

OHNO Toshihide 大野 粛英 学展 -233

OHNO Yukitoshi 大野 由希粛 学展 -233 

OHNUKI Yoshiki 大貫 芳樹 学展 -041

OHORI Fumitoshi 大堀 文俊 学展 -061、学展 -062、 

  学展 -092 、学展 -095、 

  AE-008、AE-009、 

  AE-013

OIKAWA Hiraku 及川 拓 症報 -002 

OIKAWA Takashi 及川 崇 学展 -038、学展 -178、 

  症展 -001

OISHI Akihito 大石 章仁 学展 -030

OISHI Shuji 大石 修史 学展 -215、AE-003

OJIMA Kenji 尾島 賢治 学展 -123、学展 -195

OKA Akiko 岡 彰子 学展 -225、症展 -002

OKA Akira 岡 晃 学展 -024

OKA Ayaka 岡 綾香 症展 -020 、症展 -046

OKA Naoki 岡 直毅 学展 -009 、症展 -041

OKA Shiori 岡 志央理 学展 -007、学展 -013 

OKA Shunya 岡 俊哉 学展 -100

OKADA Ai 岡田 藍 学展 -224 

OKADA Naoki 岡田 尚輝 学展 -224

OKADA Yumiko 岡田 由美子 症展 -026

OKAFUJI Norimasa 岡藤 範正 学展 -065、学展 -171、 

  学展 -172、学展 -174、 

  症展 -050

OKAMOTO Hiroaki 岡本 博明 学展 -103

OKAMOTO Shintaku 岡本 晋澤 学展 -158 、学展 -159

OKAYAMA Miki 岡山 三紀 症展 -011

OKAYASU Kenji 岡安 譲治 学展 -099

OKAYASU Mari 岡安 麻里 学展 -201

OKIHARA Hidemasa OKIHARA Hidemasa AE-004

OKUMURA Satoshi 奥村 敏 学展 -038、 

  学展 -041

OKUZAWA-IWASAKI Makiko 奥沢 槙子 学展 -215 

OMURA Susumu 大村 進 学展 -177、学展 -180、 

  学展 -189、症展 -022

ONO Kentaro 小野 堅太郎 学展 -042

ONO Mitsuaki 大野 充昭 学展 -063

ONO Takahiro 小野 高裕 学展 -045、学展 -187、

ONO Takashi 小野 卓史 口演 -007、口演 -011、 

  学展 -011、学展 -039、 
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  学展 -177、学展 -180、 

  学展 -190、学展 -215、 

  症展 -017、症展 -022、 

  症展 -061、AE-003、 

  AE-004、AE-024

ONO Takehito 小野 岳人 口演 -007

ONUKI Tomomi 大貫 那未 症展 -037

OOHASHI Toshitaka 大橋 俊孝 学展 -063

OOTAKE Tomohisa 大竹 智久 学展 -048 、症展 -018、 

  症展 -019

OOYA Fuyumi 大矢 芙由美 学展 -113、学展 -114

OSAKO Yuki 大迫 佑季 学展 -030

OSHIMA Mari 大島 まり 学展 -180

OSHIMA Yoshihisa 大嶋 嘉久 学展 -138

OSUMI Ryuta 大住 隆太 学展 -086 

OTA Chikako 太田 千佳子 学展 -158、学展 -159 

OTA Shin 太田 信 学展 -206 

OTSUBO Kunihiko 大坪 邦彦 学展 -051、症展 -039 

OTSUKA Erika 大塚 絵里佳 症展 -062 

OTSUKA Yuichiro 大塚 雄一郎 口演 -015 、学展 -050

OUCHI Kimimori 大内 仁守 学展 -112 

OYAMA Akihiko 小山 明彦 学展 -205

OYANAGI Toshihito 大柳 俊仁 学展 -096

OZAKI Hiroya 尾崎 博弥 学展 -047、学展 -191

OZAKI Keizo 尾崎 桂三 学展 -113、学展 -114

OZAKI Miho 尾崎 美帆 学展 -166

OZAKI Shusaku 尾崎 周作 学展 -166

OZAKI Takemasa 尾崎 武正 学展 -166

OZAKI Yutaka 尾崎 裕 学展 -114

OZAWA Tomoko 小澤 智子 学展 -194 

（ Ｐ ）

PARK Jae hyun  PARK Jae hyun AE-012

PARK Ji-Hoon  PARK Ji-Hoon AE-015 

PARK Ki-ho  PARK Ki-ho AE-012

PARK Seyoung  PARK Seyoung AE-005

PARK So Hyun  PARK So Hyun CE-014 

PARK Soobyung  PARK Soobyung AE-027

PARK Young Guk  PARK Young Guk AE-016

PARK Young-Chel  PARK Young-Chel AE-022

PONCE Betzy  PONCE Betzy AE-021 

（ Ｑ ）

QI Jiawei セイ カイ 学展 -061、学展 -062、 

  学展 -092、学展 -095、 

  AE-008 、AE-009、 

  AE-013

（ Ｒ ）

RENSHA Hiroki 蓮舎 寛樹 学展 -227、学展 -228 、 

  学展 -229、学展 -230、 

  学展 -231、学展 -232

ROH Won-jong ROH Won-jong AE-012

ROKUTANDA Hiromi 六反田 裕美 学展 -181

RYU Tatsuo 竜 立雄 学展 -028、症展 -055 

（ Ｓ ）

SACHDEVA Rohit サチデバ  ロヒット 症展 -007、症展 -063

SAEKI Makio 佐伯 万騎男 学展 -071

SAGAWA Seiko 佐川 聖子 症展 -006

SAGO Misa 左合 美紗 学展 -147、学展 -148

SAGO-ITO Misa 左合 - 伊藤 美紗 学展 -042

SAIJYO Hideto 西條 英人 学展 -201

SAITO Chiaki 斉藤 千秋 学展 -196 

SAITO Fumio 斉藤 文男 学展 -024、学展 -205

SAITO Hisae 齊藤 久絵 学展 -161 

SAITO Hitomi 齋藤 瞳 学展 -076 

SAITO Isao 齋藤 功 口演 -017、学展 -018、 

  学展 -043、学展 -045、 

  学展 -057、学展 -060、 

  学展 -071、学展 -187

SAITO Megumu 斎藤 潤 口演 -012

SAITOH Katsuhiko 斎藤 勝彦 学展 -152

SAITOU Mitsuru 齋藤 充 学展 -044

SAKAI Naoko 酒井 直子 症展 -009

SAKAI Nobuyuki 坂井 信之 学展 -145

SAKAMOTO Makoto SAKAMOTO Makoto AE-006

SAKAMOTO Mayuri 坂本 麻由里 学展 -058

SAKAMOTO Yukie 坂本 由紀恵 症展 -011

SAKAUE Kei 坂上 馨 口演 -017、学展 -045、 

  学展 -187 

SAKO Noritaka 硲 哲崇 学展 -145

SAKOGUCHI Yoko 迫口 陽子 学展 -030

SAKUMA Yuya 佐久間 優弥 学展 -124 、学展 -125

SAKURAGI Osamu 桜木 修 学展 -127 
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SAKURAI Makoto 櫻井 誠人 学展 -051、症展 -039

SANA Masatoshi 佐奈 正敏 症展 -012

SASAKI Au 佐々木 会 学展 -004、症展 -033 、 

  症展 -037

SASAKI Kiyo 佐々木 紀代 学展 -058 

SASAKI Satoshi 佐々木 聡史 学展 -109

SASAKI Shutaro 佐々木 周太郎 学展 -109

SATO Daisuke 佐藤 大介 学展 -006 

SATO Kunihiko 佐藤 國彦 学展 -227、学展 -228、 

  学展 -229、学展 -230、 

  学展 -231、学展 -232

SATO Marino 佐藤 まりの 学展 -106 

SATO Moe 佐藤 萌 口演 -011 

SATO Ryosuke 佐藤 亮介 症展 -015

SATO Takuma 佐藤 琢麻 学展 -056

SATO Tomonori 佐藤 友紀 学展 -079

SATO Toshihito 佐藤 俊仁 学展 -173 

SATO Yasumori 佐藤 康守 学展 -234

SATO Yoko 佐藤 瑶子 学展 -141

SATO Yoshiaki 佐藤 嘉晃 学展 -082、学展 -102、 

  学展 -108、学展 -205、 

  学展 -213、症展 -038

SATOH Kazurou 佐藤 和朗 学展 -010、学展 -090、 

  学展 -144、学展 -236、 

  学展 -238

SATOU Naoki 佐藤 直生 症展 -055

SAWA Yoshihiko 沢 禎彦 学展 -082、症展 -036

SAWADA Katsuya 澤田 克也 学展 -113、学展 -114

SAZE  Naomi 佐是 奈織美 口演 -014 、学展 -052、 

  学展 -149、学展 -150、 

  学展 -175

SEIRYU Masahiro 清流 正弘 学展 -058、学展 -109、 

  学展 -132

SEKI Daisuke 関 大輔 学展 -096、学展 -132、 

  症展 -021 

SEKI Yusuke 関 雄介 学展 -020 

SEKIMOTO Mayu 関本 真由 学展 -154 

SEKIYA Takeo 関谷 健夫 症展 -009 

SEKIYA Toshiko 関谷 利子 学展 -178

SEKO Hayato 瀬古 隼人 学展 -123 、学展 -195

SEONG Changkeon 成 昌建 学展 -030、症展 -054

SETA Yuji 瀬田 祐司 学展 -078

SHEN Weiren 沈 威任 学展 -061、学展 -062、 

  学展 -064、学展 -092、 

  学展 -095

SHEN Wei-Ren SHEN Wei-Ren AE-008、AE-009 、 

  AE-013

SHIBA Daiki 柴 大樹 症展 -013

SHIBA Takahiko 芝 多佳彦 学展 -204

SHIBAHARA Takahiko 柴原 孝彦 学展 -183、学展 -184、 

  学展 -185

SHIBATA Akiharu 柴田 暁晴 症展 -034

SHIBATA Momoko 柴田 桃子 症展 -009

SHIBAZAKI Tatsunori 芝崎 龍典 症展 -053 

SHIGA Momotoshi 志賀 百年 学展 -026 、学展 -078、 

  学展 -147、学展 -148

SHIGETA Minami 重田 南 学展 -235、症展 -006

SHIH Wei-Hung SHIH Wei-Hung CE-008

SHIMA Kazuhiro 島 和弘 学展 -062 、学展 -064、 

  学展 -110、AE-009

SHIMADA Akira 嶋田 明 口演 -012

SHIMAZAKI Aya 嶋埼 絢 学展 -239

SHIMAZAKI Kazuo 島崎 一夫 学展 -011、学展 -177、 

  学展 -180、症展 -022

SHIMAZUK Kisaki 島津 貴咲 学展 -046

SHIMIZU Mami 清水 真美 学展 -076、学展 -089

Shimizu Noriyoshi 清水 典佳 学展 -072、学展 -164、 

  学展 -200

SHIMIZU Yasuhiro 清水 康広 口演 -011、AE-003

SHIMIZU Yujin 清水 優仁 学展 -122 

SHIMODA Tetsuya 下田 哲也 学展 -169 

SHIMOMURA Tadahiro 下村 忠弘 学展 -067 

SHIN Sang M.in  SHIN Sang M.in AE-002

SHINAGAWA Rei 品川 令 学展 -054

SHINDO Katsuyuki 新藤 勝之 学展 -021 

SHINDO Seijiro 新藤 靖二郎 学展 -134

SHIOYA Shota 塩谷 翔太 学展 -141、学展 -149、 

  学展 -150 

SHIRAISHI Yuki 白石 優季 学展 -017

SHIRAKAWA Tomohiko 白川 智彦 学展 -026、学展 -208 

SHIRASAKI Kaori 白崎 かおり 症展 -005 

SHITEI Nobuaki 四手井 宣昭 学展 -153

SHOJI Ayumi 庄司 あゆみ 口演 -018 

SHOMAN Kento 正満 健斗 学展 -213 

SHOMURA Kenji 庄村 兼治 症展 -054 

SIMIZU Mimi 清水 真美 学展 -080
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SON Woosung  SON Woosung AE-014、AE-027

SONG Byung-Jae  SONG Byung-Jae AE-023

SONG Jueon  SONG Jueon CE-017

SRINIVASAN Girish  SRINIVASAN Girish AE-015

SUDA Kenji 須田 健司 学展 -199、症展 -048

SUDA Miki 隅田 実希 症報 -011 

SUDA Naoto 須田 直人 口演 -015、学展 -004、 

  学展 -029、学展 -050、 

  学展 -054、学展 -130、 

  症展 -033、症展 -037、 

  症展 -049

SUDO Tomomi 須藤 智省 学展 -038

SUEISHI Kenji 末石 研二 口演 -008、学展 -001、 

  学展 -048、学展 -146、 

  学展 -183、学展 -184、 

  学展 -185、学展 -186、 

  症展 -018、症展 -019

SUGA Mayu 菅 真有 学展 -044、学展 -142 

SUGI Yukina 杉 幸奈 学展 -225、症展 -002

SUGIKI Fumi 杉木 文美 症展 -012

SUGIKI Yoshiko 杉木 淑子 学展 -002、学展 -005

SUGIMORI Tadasu 杉森 匡 学展 -079、学展 -089

SUMI Chikako 角 千佳子 学展 -074、学展 -075 

SUSAMI Takafumi 須佐美 隆史 学展 -201

SUZUKI Akihiro 鈴木 章弘 学展 -149、学展 -150

SUZUKI Akihiro 鈴木 章裕 学展 -157

SUZUKI Aya 鈴木 彩 学展 -157 

SUZUKI Jun-ichi SUZUKI Jun-ichi AE-003

SUZUKI Shoichi 鈴木 聖一 口演 -018、学展 -139、 

  学展 -188

SUZUKI Yoko 鈴木 陽子 学展 -051 

SUZUKI Yoshimi 鈴木 淑美 学展 -200 

SUZUKI Yosuke 鈴木 陽典 症展 -015

（ Ｔ ）

TABATA Kaori 田畑 香織 症展 -004 

TACHI Akihiko 舘 晶彦 口演 -014、学展 -052、 

  学展 -175

TACHIKI Chie 立木 千恵 学展 -001、学展 -146、 

  学展 -183 、学展 -184、 

  学展 -185、学展 -186

TAI Hisako 田井 尚子 学展 -234

TAI Kiyoshi 田井 規能 学展 -234

TAI Shoko 田井 詳子 学展 -158、学展 -159

TAIRAKU Tadateru 平久 忠輝 学展 -157

TAJIMA Atsushi 田嶋 敦 学展 -202、学展 -226

TAKAGI Ritsuo 高木 律男 学展 -018

TAKAGI Toyoaki 高木 豊明 症展 -060 

TAKAHARA Namiaki 高原 楠旻 症展 -023

TAKAHASHI Ichiro 高橋 一郎 口演 -013、学展 -097、 

  学展 -106、症展 -028、 

  症展 -052

TAKAHASHI Kazuki 高橋 和揮 学展 -160 

TAKAHASHI Kojiro 高橋 功次朗 学展 -018、学展 -043

TAKAHASHI Kotaro 高橋 広太郎 学展 -030

TAKAHASHI Masahiro 高橋 正皓 学展 -023、学展 -098、 

  学展 -202 、学展 -226

TAKAHASHI Osamu 高橋 修 学展 -151

TAKAHASHI Risa 高橋 里沙 学展 -219

TAKAHASHI Risako 高橋 里沙子 学展 -138

TAKAHASHI Satoko 高橋 聡子 学展 -047

TAKAHASHI Shunsuke 高橋 俊介 学展 -047

TAKAHASHI Susumu 高橋 進 学展 -164

TAKAKI Takashi 高木 多加志 学展 -001、学展 -183、 

  学展 -184、学展 -185、 

  学展 -186

TAKAMA Chihiro 高間 千裕 学展 -219

TAKAMIYA Rumiko 高宮 留美子 学展 -225、症展 -002

TAKANO Ikuko 高野 郁子 学展 -096 

TAKANO Mami 高野 真実 学展 -074、学展 -075

TAKANO-YAMAMOTO Teruko 山本 照子 学展 -058、学展 -096、 

  学展 -109、症展 -056

TAKASU Hikaru 高須 曜 学展 -189

TAKATA Ryo 高田 亮 学展 -108 

TAKATA Shunsuke 高田 俊輔 学展 -203、学展 -211 

TAKATA Takashi 高田 隆 学展 -083

TAKAYA Tatsuo 高谷 達夫 学展 -172

TAKEHANA Yoshie 竹花 快恵 症展 -050

TAKEMOTO Tomoko 武元 智子 学展 -105

TAKENAWA Tomohiro 竹縄 智紘 学展 -082 

TAKESHITA Nobuo 竹下 信郎 学展 -058、学展 -096、 

  学展 -109、学展 -132

TAKEZAKI Masaaki 竹崎 公章 学展 -087

TAKIGAWA Masaharu 滝川 正春 学展 -073

TAKIGUCHI Reiko 瀧口 玲子 学展 -026

TAMAKI Hironori 玉木 宏典 学展 -102 
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TAMAOKI Sachio 玉置 幸雄 学展 -087、学展 -203、 

  学展 -211、症展 -036

TAMAYA Naohiko 玉谷 直彦 学展 -167、学展 -171

TANAKA Chimoto 田中 千元 学展 -033、学展 -034

TANAKA Eiji 田中 栄二 学展 -053、学展 -084、 

  学展 -085、学展 -235、 

  症展 -006、症展 -032、 

  AE-011

TANAKA Hideki 田中 秀樹 学展 -072

TANAKA Hiroko 田中 弘子 学展 -138

TANAKA Risa 田中 理紗 学展 -163 

TANAKA Satoshi 田中 聖至 学展 -162

TANAKA Susumu 田中 晋 症展 -020

TANAKA Tomonari 田中 知成 学展 -107

TANAKA Tomoyo 田中 智代 学展 -073、症展 -042 

TANAKA Yumiko 田中 裕美子 学展 -115 

TANIKAWA Chihiro 谷川 千尋 学展 -017 、学展 -117 、 

  学展 -120、学展 -121 、 

  学展 -122、症展 -051

TANIMOTO Keiji 谷本 圭司 学展 -070

TANIMOTO Kotaro 谷本 幸太郎 学展 -059、学展 -074、 

  学展 -075、学展 -083

TASHIRO Makoto 田代 慎 学展 -124、学展 -125 

TATEMATSU Yuuko 立松 祐子 学展 -114 

TATSUMI Kouko 辰巳 晃子 学展 -067

TERADA Kazuto 寺田 員人 学展 -099、学展 -100、 

  AE-006 

TERAMOTO Airy 寺本 アイリ 学展 -188 

TERAO Maki 寺尾 牧 症展 -003

TIAN Tian 田 甜 口演 -013 、学展 -097

TOCHIGI Keisuke 栃木 啓佑 口演 -014、学展 -052 、 

  学展 -149、学展 -150、 

  学展 -175

TOGANE Yuri 東金 由莉 口演 -015、学展 -004

TOGARI Akifumi 戸苅 彰史 学展 -055、学展 -056

TOKIOKA Kazuyuki 時岡 一幸 学展 -054

TOKUGAWA Yoshiyasu 徳川 宜靖 学展 -128 

TOME Wakako 留 和香子 学展 -012、学展 -118、 

  学展 -145

TOMIDA Miho 冨田 未歩 症展 -002

TOMINAGA Chisato 富永 千慧 学展 -210 

TOMINAGA Junya 富永 淳也 口演 -004、学展 -168

TOMITA Daisuke 冨田 大介 口演 -016、学展 -023 、 

  学展 -098、学展 -192、 

  学展 -226

TOMITA Miho 冨田 未歩 学展 -225

TOMITA Yuki 富田 侑希 学展 -115、学展 -119 

TOMONARI Hiroshi 友成 博 症展 -054

TOMURA Hiroomi 戸村 博臣 症展 -003 

TONOGI Morio 外木 守雄 学展 -025

TONOGI Noriko 外木 徳子 学展 -025

TORIHARA Hidemi 鳥原 秀美 学展 -063 

TORIYA Naoko 鳥谷 奈保子 学展 -170、学展 -207、 

  症展 -024、症展 -035 

TOYONO Takashi 豊野 孝 学展 -078

TOYOTA Akiko 豊田 亜希子 学展 -054 

TRAINOR Paul  TRAINOR Paul AE-028、AE-029

TSUCHIMOCHI Takashi 土持 宇 症展 -016 、症展 -062

TSUCHIYA Akira 土谷 享 学展 -106

TSUCHIYA Takako 土屋 隆子 学展 -029 、症展 -049

TSUCHIYA Tomomi 土屋 朋未 学展 -151、学展 -227、 

  学展 -228、学展 -229、 

  学展 -230、学展 -231、 

  学展 -232

TSUGE Atsushi 柘植 厚志 学展 -053

TSUJI Michiko 辻 美千子 口演 -018、学展 -140、 

  学展 -209、学展 -210、 

  症展 -045

TSUJIMURA Rie 辻村 里衣 学展 -225、症展 -002

TSUKA Yuji 柄 優至 学展 -059、学展 -083

TSUKADA Michiko 塚田 美智子 学展 -080 

TSUKAMOTO-TAKAKUSAGI Yuri 高草木 祐理 学展 -205、症展 -038 

TSUKIBOSHI Yosuke 月星 陽介 学展 -120 

TSUNEOKA Misato 常岡 美里 学展 -226

TSUTAGAWA Michiko 蔦川 路子 学展 -198 

TSUTSUMI Masahiro 堤 真広 学展 -011

TSUTSUMI Yusuke 堤 祐介 学展 -109

（ Ｕ ）

UCHIDA Shinya 内田 慎也 学展 -111 

UCHIDA Yasuki 内田 靖紀 学展 -105

UCHIDA Yuko 内田 裕子 症展 -062

UCHINO Natsuko 内野 夏子 学展 -201

UEDA Hirotaka 植田 紘貴 症展 -004、症展 -041 

UEKI Kenjiro 植木 健次郎 学展 -141

UEKI Takeshi 植木 猛士 症報 -001 
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UEMURA Kotaro 上村 光太郎 学展 -088

UESATO Tadashige 上里 忠成 学展 -004

UEZONO Masayoshi 上園 将慶 学展 -139、学展 -209

UMEKI Daisuke 梅木 大輔 学展 -041

UOSHIMA Katsumi 魚島 勝美 学展 -057

UOZU Miwa 魚津 美和 学展 -002 

UOZUMI Tomoko 魚住 智子 学展 -174

USUI Noriko 薄井 紀子 学展 -182

USUI Toshiaki 臼井 暁昭 学展 -138

USUI Youhei 薄井 陽平 学展 -174 

USUMI Risa 臼見 莉沙 口演 -011、AE-003

UZUKA Satoshi 宇塚 聡 学展 -141、症展 -016、 

  症展 -062

（ Ｗ ）

WADA Masahisa 和田 昌久 学展 -151

WADA Mitsuyo 和田 光代 学展 -225、症展 -002

WADA Satoshi 和田 悟史 学展 -038、学展 -068

WAKABAYASHI Michiru 若林 みちる 学展 -173

WAKAO Jiro 若尾 二郎 学展 -212 

WAKASUGI Hiroshi 若杉 寛 学展 -226

WANAKA Akio 和中 明生 学展 -067

WANG Qi WANG Qi AE-028、AE-029

WANG Ziyi 王 紫儀 学展 -066、学展 -086

WANG Ziyi WANG Ziyi 口演 -001、口演 -002 、 

  AE-010 

WASHIO Sayuri 鷲尾 紗裕理 学展 -141

WATABE Tetsuro  WATABE Tetsuro AE-024

WATANABE Atsuko 渡邉 温子 症展 -043

WATANABE Atsushi 渡辺 敦 学展 -240

WATANABE Hitoshi 渡辺 仁資 学展 -123、学展 -195

WATANABE Kazuya 渡辺 和也 学展 -151

WATANABE Naoko 渡邉 尚子 学展 -141 

WATANABE Takayasu 渡辺 孝康 学展 -204

WATANABE Yasoo 渡辺 八十夫 学展 -084

WATARI Ippei 渡 一平 学展 -039、学展 -190

WATARI Ippei  WATARI Ippei AE-024

WU Te-Ju  WU Te-Ju AE-002

WU Wei-Te  WU Wei-Te CE-001

WU Yanran  WU Yanran AE-029 

WU Yuyun  WU Yuyun AE-025 

（ Ｙ ）

YABE Aiko 矢部 愛子 学展 -016 、学展 -019

YAGI Saiko 八木 彩子 学展 -166

YAGI Takakazu 八木 孝和 学展 -044 、学展 -142

YAGISAWA Yuka 八木澤 由佳 学展 -041 

YAHAGI Aya 矢作 彩 学展 -138 

YAJIMA Sayo 矢島 佐代 学展 -008 

YAMADA Daisuke 山田 大輔 症報 -006 

YAMADA Hiroyuki 山田 裕之 学展 -144、学展 -236

YAMADA Junko 山田 順子 学展 -236

YAMADA Kana 山田 佳奈 学展 -035

YAMADA Kaoruko 山田 薫子 症展 -040

YAMADA Kazuhiro 山田 一尋 学展 -014、学展 -036、 

  学展 -037、学展 -065、 

  症展 -050、症展 -057

YAMADA Sakura 山田 桜 学展 -059、学展 -083

YAMADA Tomohiro 山田 朋弘 症展 -028

YAMADA Yuki 山田 有紀 学展 -225 、症展 -002

YAMADA Yuko 山田 祐子 学展 -038

YAMAGATA Kenji 山縣 憲司 学展 -240

YAMAGATA Syuichi 山方 秀一 学展 -102、学展 -108

YAMAGATA Zentaro 山縣 然太郎 学展 -049

YAMAGUCHI Fumie 山口 史絵 学展 -233

YAMAGUCHI Hiroyuki YAMAGUCHI Hiroyuki AE-003

YAMAGUCHI Kouji 山口 浩司 学展 -004

YAMAGUCHI Masaru 山口 優 学展 -093 、症展 -011 

YAMAGUCHI Tetsutaro 山口 徹太郎 口演 -016、学展 -020、 

  学展 -023、学展 -098、 

  学展 -192、学展 -202、 

  学展 -226 

YAMAGUCHI Tomoe 山口 知恵 学展 -033 、学展 -034

YAMAJI Kana 山地 加奈 学展 -225、症展 -002 

YAMAKI Masaki 八巻 正樹 学展 -240

YAMAMOTO Akihito 山本 朗仁 学展 -085

YAMAMOTO Ichiro 山本 一郎 症展 -002

YAMAMOTO Sayuri 山本 沙優里 口演 -010

YAMAMOTO Sho 山本 尚 学展 -199 

YAMAMOTO Takaaki 山本 隆昭 学展 -213、症展 -038

YAMAMOTO Teruko 山本 照子 学展 -132、症展 -021

YAMANOBE Shinya 山野辺 晋也 学展 -007、学展 -013、 

  症展 -058 

YAMAOKA Satoshi 山岡 智 口演 -004、学展 -168

YAMASAKI Ryuichi 山崎 隆一 症展 -007、症展 -063 
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YAMASHIRO Takashi 山城 隆 口演 -010、学展 -017、 

  学展 -022、学展 -117、 

  学展 -120、学展 -121、 

  学展 -122、学展 -143、 

  症展 -005、症展 -013、 

  症展 -020、症展 -046、 

  症展 -047、症展 -051、 

  症展 -056、AE-028、 

  AE-029、CE-018

YAMAUCHI Yoshinori 山内 由宣 学展 -133 

YAMAZAKI Atsue 山崎 敦永 学展 -156、学展 -170 、 

  学展 -207、症展 -024、 

  症展 -035

YANAGAWA Toru 柳川 徹 学展 -240

YANAGITA Takeshi 柳田 剛志 症展 -042、症展 -059

YANG Il-Hyung  YANG Il-Hyung AE-019

YANG Wu  YANG Wu AE-024 

YANO Keisuke 矢野 圭介 症展 -031 

YANOSHITA Makoto 矢野下 真 学展 -074 、学展 -075

YASUDA Go 安田 豪 学展 -035

YASUDA Yuko 保田 裕子 学展 -049、学展 -140

YASUE Akihiro 泰江 章博 学展 -084

YASUHIRA Shinji 安平 進士 学展 -238

YASUI Kenichirou 安井 憲一郎 学展 -223

YASUMURA Yuka 安村 祐香 症展 -040

YASUNAGA Atsushi 安永 敦 学展 -227 、学展 -228、 

  学展 -229、学展 -230、 

  学展 -231、学展 -232

YASUNAGA Kayoko 安永 佳代子 学展 -126 

YEOH Bee Bee  YEOH Bee Bee CE-004 

YO Shoyoku 楊 承諭 症展 -010、学展 -055

YOKOE Yoshihiko 横江 義彦 症展 -027

YOKOI Yukiko 横井 由紀子 学展 -171、学展 -172、 

  学展 -174

YOKOO Yoshinobu 横尾 嘉宣 症展 -027

YOKOTA Seiji 横田 聖司 学展 -090

YOKOTA Yukiharu 横田 幸治 症展 -027

YOKOYAMA Yoshihiko 横山 嘉彦 学展 -109

YOKOYAMA Yuichiro 横山 雄一朗 学展 -033、学展 -034

YONEMITSU Ikuo 米満 郁男 学展 -177、症展 -022、 

  AE-024

YOON Hyungsik  YOON Hyungsik CE-013 

YOSHIDA Annu 吉田 杏奴 症報 -014 

YOSHIDA Hiroshi 吉田 寛 学展 -098 、学展 -202

YOSHIDA Ken-ichi YOSHIDA Ken-ichi AE-003

YOSHIDA Michiko 吉田 倫子 学展 -096

YOSHIDA Noriaki 吉田 教明 口演 -004、学展 -015、 

  学展 -035、学展 -168、 

  学展 -181

YOSHIDA Yasuhiro 吉田 靖弘 学展 -102、学展 -108

YOSHIDA Yoko 吉田 陽子 症展 -016

YOSHIMATSU Masako 吉松 昌子 学展 -181

YOSHIMI Keiko 吉見 圭子 学展 -015

YOSHIMI Tomoko 吉見 知子 学展 -015、学展 -035

YOSHIMI Yuki 吉見 友希 学展 -059、学展 -083

YOSHIMURA Yoshitaka 吉村 善隆 学展 -088

YOSHINO Seiji 吉野 成史 症展 -003

YOSHIOKA  Miyuki 吉岡 美幸 症展 -040

YOSHIOKA Motoko 吉岡 基子 症展 -053

YOSHITAKE Yoshihiro 吉武 義泰 学展 -133

YOSHIZAKI Keigo 吉崎 恵悟 口演 -013、学展 -097、 

  症展 -052

YOSHIZAWA Hideyuki 吉澤 英之 学展 -040 

YU Hyung-Seog  YU Hyung-Seog AE-022、AE-023

YU Jian-Hong  YU Jian-Hong AE-020 、AE-021、 

  CE-001、CE-002、 

  CE-003、CE-004、 

  CE-005、CE-006、 

  CE-007、CE-008、 

  CE-009、CE-010、 

  CE-011

YU Youngsung  YU Youngsung AE-015

YUGAWA Misato 湯川 未郷 学展 -029

YUTA Tomomi 湯田 智美 口演 -013、学展 -097

YUZURIHA Shunsuke 杠 俊介 学展 -037

（ Ｚ ）

ZAKIR Hossain ザキル ホサイン 学展 -043
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広告企業一覧

株式会社A.S.O.
医歯薬出版株式会社
株式会社オーティカ・インターナショナル
カボデンタルシステムズジャパン株式会社オームコジャパン
近藤テック株式会社
株式会社ジーシー
株式会社JM Ortho
株式会社松風
株式会社ソニックテクノ

有限会社ティーピー・オーソドンテックスジャパン
デンツプライシロナ株式会社
株式会社トミーインターナショナル
株式会社バイオデント
フォレスタデント・ジャパン株式会社
株式会社ミサワ
株式会社ミツバオーソサプライ
メディア株式会社
安永コンピュータシステム株式会社

（五十音順）

出展企業一覧

朝日レントゲン工業株式会社
株式会社A.S.O.
アライン・テクノロジー・ジャパン株式会社
アリッド株式会社
医歯薬出版株式会社
伊藤超短波株式会社
インターリハ株式会社
株式会社インテグラル
株式会社インフォメーション
有限会社ウィルデント
ULTRADENT JAPAN株式会社
NPO法人 日本歯科医療評価機構
M&M imports
株式会社オーティカ・インターナショナル
大井書店
有限会社オーソデントラム
有限会社オーラルアカデミー
株式会社オーラルケア
株式会社岡部
有限会社オルソネット
カボデンタルシステムズジャパン株式会社オームコジャパン
株式会社CATSシステム
クインテッセンス出版株式会社
株式会社クラーク
コアフロント株式会社
近藤テック株式会社
佐藤歯材株式会社

サンデンタル株式会社
株式会社ジーシー
株式会社JM Ortho
株式会社ジェニシス
株式会社GENOVA
株式会社シエン社
株式会社松風
株式会社スマートプラクティスジャパン
ストローマン・ジャパン株式会社
株式会社3Ｄ!
スリーエムジャパン株式会社
ゾンネボード製薬株式会社
株式会社ソニックテクノ
ダブルウィングソフト
タカラベルモント株式会社
株式会社タスク
株式会社田辺玩具製作所
有限会社ティーピィー・オーソドンテックスジャパン
株式会社デンタルアシスト
株式会社デンタリード
株式会社デンタルダイヤモンド社
株式会社DentaLight
デンツプロライシロナ株式会社
東京臨床出版株式会社
株式会社東京ミライズ
株式会社トミーインターナショナル
株式会社ナカニシ

有限会社錦部製作所
株式会社ニッシン
株式会社バイオデント
有限会社バルビゾン
株式会社ビーブランド・メディコーデンタル
Bebop Inc.
株式会社VIPグローバル
ヒューフレディ・ジャパン合同会社
株式会社フィリップス・ジャパン
フィンガルリンク株式会社
フォレスタデント・ジャパン株式会社
株式会社フォレスト・ワン
株式会社プロシード
株式会社ミサワ
株式会社ミツバオーソサプライ
メディア株式会社
株式会社メディカルネット
株式会社メルシー
安永コンピュータシステム株式会社
株式会社USEN
株式会社ヨシダ
ライズ株式会社
ライオン株式会社
株式会社RAYJAPAN
株式会社YDM
ONE NATION株式会社

（五十音順）
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