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1 北海道 北海道高等学校音楽教育研究会 松本 浩司 北海道大麻高等学校 069-0847 北海道江別市大麻ひかり町2 011-387-1661 011-387-1662

交代 2 青森県 青森県高等学校教育研究会
音楽部会 秋庭 潤 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 0172-32-7151 0172-37-2935

3 岩手県 岩手県高等学校教育研究会
音楽部会 及川 尚樹 岩手県立盛岡第一高等学校 020-8515 岩手県盛岡市上田3−2−1 019-623-4491 019-613-2516

交代 4 宮城県 宮城県高等学校音楽教育研究会 阿部　通子 宮城県仙台西高等学校 982-0806 宮城県仙台市太白区御堂平5番1号 022-244-6151 022-244-6152

5 秋田県 秋田県高等学校音楽教育研究会 阿部 慎太郎 秋田県立仁賀保高等学校 018-0148 秋田県にかほ市象潟町字下浜山3-3 0184-43-4791 0184-43-4792

6 山形県 山形県高等学校教育研究会芸術部会音楽専門部 松本 光治 山形県立鶴岡南高等学校 997-0037 山形県鶴岡市若葉町26-31 0235-22-0061 0235-24-5941

交代 7 福島県 福島県高等学校教育研究会
音楽部会 髙橋 温仁 福島県立喜多方高等学校 966-0802 福島県喜多方市字桜ガ丘１－１２９ 0241-22-0174 0241-23-0947

8 茨城県 茨城県高等学校教育研究会
音楽部 村田 孝夫 茨城県立水戸第三高等学校 310-0011 茨城県水戸市三の丸2-7-27 029-224-2044 029-225-4524

交代 9 栃木県 栃木県高等学校教育研究会
音楽部会 渡邉 聖子 栃木県立真岡女子高等学校 321-4306 栃木県真岡市台町2815 0285-82-2525 0285-83-6615

交代 10 群馬県 群馬県高等学校教育研究会
音楽部会 坂本　将 群馬県立館林女子高等学校 374-0019 群馬県館林市尾曳町６番１号 0276-72-0139 0276-72-7112

11 埼玉県 埼玉県高等学校音楽教育研究会 岸　利之 埼玉県立越ヶ谷高等学校 343-0024 埼玉県越谷市越ヶ谷2788-1 048-965-3421 048-960-1184

12 千葉県 千葉県高等学校教育研究会
音楽部会 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3-1-6 043-211-6311 043-211-6317

13 東京都 東京都高等学校音楽教育研究会 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 03-3453-1991 03-3453-2899

14 神奈川県 神奈川県高等学校教科研究会音楽部会 赤川 敏子 神奈川県立横須賀大津高等学校 239-0808 神奈川県横須賀市大津町4-17-1 046-836-0281 046-836-8879

交代 15 新潟県 新潟県高等学校教育研究会芸術部会音楽研究会 高野 めぐみ 新潟県立長岡向陵高等学校 940-2184 新潟県長岡市喜多町字川原1030-1 0258-29-1300 0258-29-3881

16 富山県 富山県高等学校教育研究会
音楽部会 若林 久雄 富山県立南砺福野高等学校 939-1521 富山県南砺市苗島443 0763-22-2014 0763-22-3194

異動 17 石川県 石川県高等学校教育研究会音楽部会 寄島 昭生 石川県立金沢桜丘高等学校 920-0818 石川県金沢市大樋町16-1 076-252-1225 076-252-1643

交代 18 福井県 福井県高等学校教育研究会
音楽部会 小森 保弘 福井県立武生東高等学校 915-0004 福井県越前市北町89-10 0778-22-2253 0778-22-2259

19 山梨県 山梨県高等学校音楽教育研究会 山宮 正浩 山梨県立笛吹高等学校 406-0031 山梨県笛吹市石和町市部3 055-262-2135 055-262-6381

交代 20 長野県 長野県高等学校音楽教育研究会 倉坪 説子 長野県中野西高等学校 383-8511 長野県中野市西条544-1 0269-22-7611 0269-24-1253

交代 21 岐阜県 岐阜県高等学校教育研究会芸術部会音楽部会 阿部 希容衣 岐阜県立岐阜高等学校 500-8889 岐阜県岐阜市大縄場3-1 058-251-1234 058-251-8131

22 静岡県 静岡県高等学校音楽教育研究会 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1910-9 055-962-0345 055-963-5607

23 愛知県 愛知県高等学校音楽教育研究会 東埜 真紀 愛知県立高蔵寺高等学校 487-0035 愛知県春日井市藤山台1丁目3番地2 0568-92-9000 0568-91-8367

24 三重県 三重県高等学校音楽教育研究会 齋田 努 三重県立白子高等学校 510-0243 三重県鈴鹿市白子4-17-1 059-386-0017 059-386-5510

25 滋賀県 滋賀県高等学校等教育研究会音楽部会 常深 香子 滋賀県立能登川高等学校 521-1235 滋賀県東近江市伊庭町13 0748-42-1305 0748-42-5241

交代 26 京都府 京都府高等学校音楽教育研究会 塩川 朝子 京都府西城陽高等学校 610-0117 京都府城陽市枇杷庄京縄手４６－１ 0774-53-5455 0774-53-5459

27 大阪府 大阪府高等学校音楽教育研究会 加藤 学 大阪府立港高等学校 552-0001 大阪府大阪市港区波除2-3-1 06-6583-1401 06-6583-1439

交代 28 兵庫県 兵庫県高等学校教育研究会
音楽部会 飯川 未央 兵庫県立御影高等学校 658-0045 兵庫県神戸市東灘区御影石町4-1-1 078-841-1501 078-841-1503

交代 29 奈良県 奈良県高等学校音楽教育研究会 庄田 侑加 奈良県立大和広陵高等学校 635-0802 奈良県北葛城郡広陵町的場401 0745-57-0300 0745-56-4460

30 和歌山県 和歌山県高等学校教育研究会
音楽部会 有本 利香 和歌山県立桐蔭高等学校 640-8137 和歌山県和歌山市吹上5-6-18 073-436-1366 073-423-8033

31 鳥取県 鳥取県高等学校音楽教育研究会 竹内 美咲 鳥取県立倉吉総合産業高等学校 682-0044 鳥取県倉吉市小田204-5 0858-26-2851 0858-26-2852

交代 32 島根県 島根県高等学校音楽教育研究会 田村 斐耶子 島根県立浜田商業高等学校 697-0062 島根県浜田市熱田町675 0855-27-0064 0855-27-2440

33 岡山県 岡山県高等学校教育研究会
音楽部会 定金 麻衣子 岡山県立岡山城東高等学校 703-8222 岡山県岡山市中区下110 086-279-2005 086-279-9913

交代 34 広島県 広島県高等学校教育研究会
音楽部会 仲本 和樹 広島県立安芸南高等学校 736-0085 広島県広島市安芸区矢野西２丁目15-1 082-885-2341 082-885-2342

35 山口県 山口県高等学校教育研究会
音楽部会 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 0835-22-0136 0835-22-2547

36 徳島県 徳島県高等学校教育研究会音楽部会 石川 宏美 徳島県立名西高等学校 779-3233 徳島県名西郡石井町石井字石井21-11 088-674-2151 088-674-8315

37 香川県 香川県高等学校教育研究会
音楽部会 山内 由佳 香川県立坂出高等学校 762-0031 香川県坂出市文京町2-1-5 0877-46-5125 0877-46-5896

38 愛媛県 愛媛県高等学校教育研究会芸術部会音楽部門 小西　智 愛媛県立松山中央高等学校 791-1114 愛媛県松山市井門町1220番地 089-957-1022 089-958-5954

39 高知県 高知県高等学校音楽教育研究会 岡本 百代 高知県立佐川高等学校 789-1202 高知県高岡郡佐川町乙1789-5 0889-22-1243 0889-22-5571

40 福岡県 福岡県高等学校芸術科研究会
音楽部会 向井 圭子 福岡市立
福翔高等学校 811-1347 福岡県福岡市南区野多目5-31-1 092-565-1670 092-565-1721

41 佐賀県 佐賀県高等学校音楽教育研究会 安藤 明子 佐賀県立唐津西高等学校 847-0821 佐賀県唐津市町田字大山田1992 0955-72-7184 0955-70-1022

42 長崎県 長崎県高等学校・特別支援学校教育研究会音楽部会 一ノ瀬 司 長崎県立佐世保南高等学校 857-1151 長崎県佐世保市日宇町2526 0956-31-5291 0956-33-4103

43 熊本県 熊本県高等学校教育研究会音楽部会 由布 雅子 熊本県立北稜高等学校 865-0061 熊本県玉名市立願寺247 0968-73-2123 0968-74-4101

44 大分県 大分県高等学校教育研究会
音楽部会 大石 恵美子 大分県立日田高等学校 877-0025 大分県日田市田島2丁目9-30 0973-23-0166 0973-23-0167

45 宮崎県 宮崎県高等学校教育研究会
音楽部会 横山 利昭 宮崎県立延岡商業高等学校 882-0007 宮崎県延岡市桜ケ丘3丁目7122 0982-32-6348 0982-32-6349

異動 46 鹿児島県 鹿児島県高等学校教育研究会音楽部会 前田 礼子 鹿児島県立伊集院高等学校 899−2504 鹿児島県日置市伊集院町郡1984 099−273−2195 099-273-4509

47 沖縄県 沖縄県高等学校音楽教育研究会 西田 都 沖縄県立コザ
高等学校 904-0011 沖縄県沖縄市照屋5-5-1 098-937-3563 098-937-0677

48 全国 全日本音楽教育研究会高等学校部会 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 03-3453-1991 03-3453-2899
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