
全国役員一覧
全日本音楽教育研究会高等学校部会

2021.7.10現在
氏名(☆:新任) 学校名(☆:異動) 〒 所在地

髙橋　基之 東邦音楽大学附属東邦中学校高等学校•校長 112-0012 東京都文京区大塚4—46−9

玉井　操 東京都立美原高等学校•校長☆ 143-0012 東京都大田区大森東1-33-1

岡本　裕子☆ 神奈川県立釜利谷高等学校•校長 236-0042 横浜市金沢区釜利谷町東４－５８－１

末永　奈穂子 千葉県立鎌ヶ谷高等学校•校長 273-0115 千葉県鎌ケ谷市東道野辺
1-4-1

広瀬　久美子 茨城県立取手第二高等学校•校長 302-0005 茨城県取手市東2−5−1

瀧　  浩子☆ 栃木県立岡本特別支援学校･校長 329-1104 栃木県宇都宮市下岡本町2160

小松　祐一 群馬県立吉井高等学校•校長 370-2104 群馬県高崎市吉井町馬庭1478-1

杉浦　昭彦 東京都立総合芸術高等学校•副校長☆ 162-0067 東京都新宿区富久町22-1

仲田　賀一 東京都立千歳丘高等学校•副校長☆ 156-0055 東京都世田谷区船橋3-18-1

石丸　昌延☆ 東京都立大山高等学校定時制•副校長 173-0037 東京都板橋区小茂根5-18-1

今村　清孝 東京都立墨田川高等学校 131-0032 東京都墨田区東向島3-34-14

岡村　繁 東京都立飛鳥高等学校 114-8561 東京都北区王子6-8-8

(本年度開催支部) 黒坂　孝 青森県立八戸東高等学校･校長 031-0001 青森県八戸市類家一丁目4-47

(次年度開催支部) 大村　勇 山口県立山口中央高等学校･校長 753-0043 山口県山口市宮島町6番1号

毛塚　みちる 東京都立東大和南高等学校 207-0022 東京都東大和市桜が丘3-44-8

松本　衣代 開智日本橋学園高等学校 103-8385 東京都中央区日本橋馬喰町2-7-6

古澤　成樹 東京都立杉並高等学校 166-0016 東京都杉並区成田西4-15-15

井上　雅文 東京都立三田高等学校 108-0073 東京都港区三田1-4-46

橋場　友彦 東京都立立川国際中等教育学校☆ 190−0012 東京都立川市曙町3−29−37

桑野　愛 東京都立青山高等学校 150-0001 東京都渋谷区神宮前2-1-8

部長 井上　雅文 東京都立三田高等学校 108-0073 東京都港区三田1-4-46

副部長 白井　賢一☆ 東京都立練馬高等学校 179-0074 東京都練馬区春日町4-28-25

常任理事 太田　貴望 静岡県立浜名高等学校 434-0033 静岡県浜松市浜北区西美薗2939−1

須田　諭美 群馬県立吉井高等学校 370−2104 群馬県高崎市吉井町馬庭1478-1

宮前　恵己 大阪府立佐野高等学校 598-0005 大阪府泉佐野市市場東2-398

部長 飯嶌　紀子 東京都立南多摩中等教育学校 192-8562 東京都八王子市明神町4-20-1

副部長 相葉　和香 東京都立八王子北高等学校 193-0803 東京都八王子市楢原町601

常任理事 赤川　敏子 神奈川県立横須賀大津高校 239-0808 神奈川県横須賀市大津町4-17-1

伊藤　善教 千葉県立幕張総合高等学校 261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉3-1-6

西村　正浩☆ 山口県立
山口中央高等学校 753-0043 山口県山口市宮島町6番1号

部長 久行　範彦 東京都立小山台高等学校☆ 142-0062 東京都品川区小山3-3-32

副部長 城田　美咲 東京都立豊島高等学校 171-0044 東京都豊島区千早4-9-21

常任理事 中島　雅美☆ 埼玉県立三郷北高等学校・教頭 341-0022 埼玉県三郷市大広戸808

大石　和規 静岡県立沼津西高等学校 410−0867 静岡県沼津市本字千本1910−9

井上　明 広島県立可部高等学校 731-0221 広島市安佐北区可部東4丁目27-1

部長 前原　覚 東京都立小川高等学校 194-0003 東京都町田市小川2-1002-1

副部長 澤田　敦子 東京都立小石川中等教育学校 113-0021 東京都文京区本駒込2-29-29

常任理事 齋田　努☆ 三重県立白子高等学校 510-0243 三重県鈴鹿市白子4丁目１７－１

中野　文大☆ 長崎県立長崎東高等学校 850-0007 長崎県長崎市立山5丁目13-1

上田　憲明☆ 山口県立
防府高等学校 747-0803 山口県防府市岡村町2-1

部長 太宰　文緒 東京都立狛江高等学校 201-0013 東京都狛江市元和泉3-9-1

副部長 齋木　麻美☆ 東京都立晴海総合高等学校 104-0053 東京都中央区晴海1-2-1

常任理事 仲田　太年 山梨県立韮崎高等学校 407-0015 山梨県韮崎市若宮3-2-1

髙山　美知子 山梨県立甲府南高等学校 400−0854 山梨県甲府市中小河原町222

濵邊　英夫☆ 愛媛県立八幡浜高等学校 796-0010 愛媛県八幡浜市松柏丙654

北村　由里子 東京都立駒場高等学校 153-0044 東京都目黒区大橋2-18-1

小中　慶子 東京都立成瀬高等学校 194-0044 東京都町田市成瀬7-4-1

部長 難波　祐子 東京都立小金井北高等学校 184-0003 東京都小金井市緑町4-1-1

副部長 山田　清子 東京都立小平南高等学校 187−0022 東京都小平市上水本町6−21−1

常任理事 吉原　勇人 茨城県立水海道第一高等学校 303-0025 茨城県常総市水海道亀岡町2543

山崎　嘉将☆ 北海道札幌北高等学校 001-0025 北海道札幌市北区北25条西11丁目

田村　智恵子 青森県立十和田工業高等学校 034-0001 青森県十和田市大字三本木字下平215−1

部長 北條　仁 東京都立東大和高等学校 207-0015 東京都東大和市中央3-945

常任理事 末石　忠史 東京都立大森高等学校☆ 144-0051 東京都大田区西蒲田2-2-1

高橋　伸光 青森県立弘前実業高等学校 036-8155 青森県弘前市中野3-6-10

柴田　高志 栃木県立今市高等学校•教頭☆ 321-1277 栃木県日光市千本木432

宇野　智子 福井県立武生高等学校 915-0085 福井県越前市八幡1-25-15

常任理事 佐藤　勉 東京都立井草高等学校 177-0044 東京都練馬区上石神井2-2-43

伊藤　昌代☆ 東京都立保谷高等学校 202-0005 東京都西東京市住吉町5-8-23

小川　慎 埼玉県立伊奈学園総合高等学校•副校長☆ 362-0813 埼玉県北足立郡伊奈町学園4丁目1-1

小野寺昌枝☆ 横須賀市立横須賀総合高等学校 239-0831 神奈川県横須賀市久里浜６－１－１
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〒 住所

顧問 林　　俊晴 321-0138 宇都宮市兵庫塚3-18-3

西田　豊 案内のみ 葉書不要

吉田　眞理子 案内不要

瀬戸　宏 メールで案内

北川　裕 前　東京都八王子特別支援学校・校長

石塚　由乙

金子　典之

星　　尚志

全日音研本部

監査 杉浦　昭彦 東京都立総合芸術高等学校•副校長 162-0067 東京都新宿区富久町22-1

常任理事選出一覧

地方区　　　　　【北海道】山崎嘉将　 【東　北】高橋伸光  　【北信越】宇野智子　  【東 海】齋田　努

（原則各１名）　【近　畿】宮前恵己　　 【中　国】井上　明　　【四　国】濵邊英夫　　【九 州】中野文大　

関東東海　　　　【栃　木】瀧　浩子☆・柴田高志 　　【群　馬】小松祐一・須田諭美

（原則各２名）　【茨　城】広瀬久美子・吉原勇人 　　【埼　玉】小川　慎・中島　雅美

　　　　　　　　【千　葉】末永奈穂子・伊藤善教 　　【神奈川】岡本裕子・赤川敏子・小野寺昌枝

　　　　　　　　【山　梨】仲田太年・髙山美智子　   【静　岡】太田貴望・大石和規

大会開催支部　　【今年度・青森】髙橋伸光・田村智恵子　　【次年度・山口】西村正浩・上田憲明

東京　　　　　　　髙橋基之・玉井　操・杉浦昭彦・仲田賀一・今村清孝・岡村　繁・毛塚みちる・松本衣代・古澤成樹

　　　　　　　　　井上雅文・白井賢一・飯嶌紀子・相葉和香・久行範彦・城田美咲・前原　覚・澤田敦子・太宰文緒

　　　　　　　　　齋木麻美・難波祐子・山田清子・北條　仁・末石忠史・佐藤　勉・伊藤昌代

　　　　　　　　【事務局】井上雅文・橋場友彦・桑野　愛　【研究局】北村由里子・小中慶子

全日音研本部監査　杉浦昭彦

《顧問》

（細則　３．役員に関する規則　第２条による。）


