
氏名 新潟県 指導員級 主な指導分野

安藤　明美 佐渡市 Ｂ級指導員 音楽教育・鍵盤楽器
佐藤 千尋 新発田市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器・打楽器
丸山 さちこ 上越市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器・リトミック
鈴木 理華子 燕市 Ｂ級指導員 ピアノ・声楽・リトミック
内山 ヒデ 長岡市 Ｂ級指導員 箏曲・三弦
池野 洋恵 長岡市 Ｃ級指導員 音楽教育・大正琴・ヴィオリラ
平松 咲子 長岡市 Ｃ級指導員 ピアノ
小奈 立子 新潟市 Ｂ級指導員 箏曲
川村 由美 新潟市 Ｃ級指導員 リトミック・音楽あそび
鈴木 裕美 新潟市 Ｃ級指導員 ピアノ・音楽教育・歌唱
佐藤 サダ子 新潟市 Ｂ級指導員 箏曲・三絃
山田 恭子 新潟市 Ｂ級指導員 学校音楽教育（箏曲・三絃）
伊藤 悦子 新潟市 A級指導員 箏曲・三弦
後藤 真紀子 新潟市 Ｃ級指導員 ピアノ・音楽教育
小倉 有紀 見附市 Ｃ級指導員 ピアノ・ソルフェージュ
豊田 春美 南魚沼市 Ｃ級指導員 箏曲・三絃・中学校音楽
大野 深雪 妙高市 Ｃ級指導員 ピアノ・音楽教育

北島　千秋 村上市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器

（2019年4月現在　18名）　



氏名 富山県 指導員級 主な指導分野

石田 恵子 小矢部市 Ｂ級指導員 箏曲
茂 七美 砺波市 Ｃ級指導員 箏曲
正路 みち子 富山市 Ｃ級指導員 箏曲
鹿熊 千恵子 富山市 Ｂ級指導員 鍵盤楽器・音楽療法

（2019年4月現在　4名）



氏名 石川県 指導員級 主な指導分野

山越 悦子 金沢市 Ｂ級指導員 鍵盤楽器・音楽療法

山崎 佳津代 金沢市 Ｃ級指導員 箏曲

中橋 美和子 金沢市 Ｃ級指導員 箏曲・三絃

山口 初美 金沢市 Ｃ級指導員 箏曲・三絃

江端 玲子 金沢市 Ｂ級指導員 鍵盤楽器

中西 一美 小松市 A級指導員 鍵盤楽器・合唱

久守 邦枝 能美市 Ｂ級指導員 和楽器（箏・三絃・楽箏）

倉本 まゆみ 白山市 Ｃ級指導員 箏曲・三絃

（2022年6月現在　8名）



氏名 福井県 指導員級 主な指導分野

清水 明日香 坂井市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器（ピアノ）
中川 小百合 敦賀市 Ｃ級指導員 リトミック・ピアノ
坪川 久美 福井市 Ｂ級指導員 音楽教育・鍵盤楽器
永田 秀子 福井市 A級指導員 箏曲・音楽教育
泉 麻里子 福井市 Ｃ級指導員 ピアノ・音楽教育

（2019年4月現在　5名）



氏名 長野県 指導員級 主な指導分野

寺田 恭江 上田市 Ｃ級指導員 箏曲・三絃
北沢 寿美子 大町市 Ｂ級指導員 箏曲
日堂 榮子 大町市 Ｂ級指導員 合唱(声楽）・音楽教育
髙木佳樹 北佐久郡 A級指導員 吹奏楽・サクソフォン・指揮
関 桂子 東御市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器・リトミック
芳賀 洋子 長野市 Ｂ級指導員 箏・三絃・十七絃
桐山 和佳奈 長野市 Ｂ級指導員 音楽教育・鍵盤楽器
吉澤 由香 長野市 Ｃ級指導員 エレクトーン・ピアノ
竹内 恵子 長野市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器・声楽
古前 好子 東筑摩郡 A級指導員 箏曲・邦楽アンサンブル
木次 由美子 松本市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器ボイストレーニング

（2019年4月現在　11名）



氏名 山梨県 指導員級 主な指導分野

岡村 孝子 甲府市 Ｂ級指導員 フルート・リコーダー
小野 加奈恵 北杜市 Ｃ級指導員 声楽・ピアノ・エレクトーン

（2019年4月現在　2名）



氏名 岐阜県 指導員級 主な指導分野

古山 靜江 恵那市 Ｂ級指導員 箏曲・地唄・音楽楽理
吉田　雅子 恵那市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器
谷口 美佳 各務原市 Ｂ級指導員 音楽教育・鍵盤楽器
篠田 美穂子 各務原市 Ｂ級指導員 ピアノ・ヴィオリラ
井上 正子 可児郡 Ｃ級指導員 音楽教育・鍵盤楽器
田上　豊子 可児市 Ｂ級指導員 音楽療法・合唱
久保田 洋子 岐阜市 Ｂ級指導員 音楽療育・合唱
川上 玲子 高山市 Ｂ級指導員 エレクトーン・ピアノ
望月 えり子 多治見市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器
青谷 美恵子 羽島郡 A級指導員 鍵盤楽器
大塚 玲子 羽島郡 Ｂ級指導員 鍵盤楽器・音楽教育
富田 恵子 不破郡 Ｂ級指導員 鍵盤楽器・コンピュータ音楽
水谷 弥生 瑞穂市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器・打楽器・和太鼓
小川 みつこ 瑞浪市 A級指導員 エレクトーン・ピアノ

（2019年4月現在　14名）



氏名 静岡県 指導員級 主な指導分野

永田 雅代 掛川市 Ｂ級指導員 音楽教育、ピアノ
石渡 裕子 静岡市 A級指導員 箏曲・三味線
濱田 訓子 静岡市 A級指導員 ピアノ声楽・ソルフェージュ
市川 雅子 静岡市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器・合唱
鈴木 美穂 静岡市 Ｃ級指導員 ピアノ・エレクトーン
浜田 洋通 静岡市 A級指導員 吹奏楽指導・音楽教科指導
城内 良子 静岡市 A級指導員 音楽教育
神戸　衣美 静岡市 Ｂ級指導員 鍵盤楽器、アンサンブル
星 百合子 沼津市 Ｂ級指導員 ピアノ・エレクトーン
内田(伊藤) 一代 浜松市 A級指導員 音楽療法・鍵盤楽器
吉田 道美 浜松市 A級指導員 箏・三絃・胡弓・音楽教育
吉田 理世 浜松市 A級指導員 箏・三絃・胡弓・音楽教育
土屋 史人 浜松市 A級指導員 吹奏楽・テューバ
野牧 弘周 浜松市 Ｂ級指導員 フルート・室内楽・吹奏楽

林 一成 浜松市 Ｂ級指導員 音楽学・リコーダー

今井 まゆみ 浜松市 A級指導員 ボーカル・コーラス・リズム

北島 幸子 袋井市 Ｃ級指導員 箏・三味線
塚田 かおり 藤枝市 Ｂ級指導員 ピアノ・音楽教育
落合 和恵 富士市 Ｂ級指導員 鍵盤楽器・声楽・リトミック

赤池 よし子 富士宮市 A級指導員 音楽教育ピアノ・ジャズ理論

篠原 千穂 富士宮市 A級指導員 箏曲・音楽教育

芦澤 嘉津 富士宮市 Ｂ級指導員 声楽（合唱）

後藤 たかね 富士宮市 Ｂ級指導員 鍵盤楽器

大庭 美奈子 三島市 Ｂ級指導員 音楽教育・鍵盤楽器
神田 美枝子 三島市 Ｃ級指導員 大正琴

（2019年4月現在　25名）



氏名 愛知県 指導員級 主な指導分野

伊藤 玲子 海部郡 Ｂ級指導員 箏曲
中塚 三貴子 あま市 A級指導員 ピアノ・音楽教育
鈴木 由佳子 安城市 Ｂ級指導員 鍵盤楽器・音楽教育
森永 洋子 一宮市 Ｂ級指導員 鍵盤楽器
服部 訓子 一宮市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器
小岩 千恵子 大府市 Ｂ級指導員 箏曲
宮田 千裕 大府市 Ｂ級指導員 リトミック・鍵盤楽器
藤根 由紀子 大府市 Ｃ級指導員 音楽教育・エレクトーン
神島 美穂 大府市 Ｂ級指導員 リトミック・ピアノ
内藤 すみゑ 岡崎市 A級指導員 ピアノ
神谷 美香 岡崎市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器・音楽教育
嶋田 ひろみ 岡崎市 Ｂ級指導員 ピアノ・トーンチャイム
仲光 美佐枝 岡崎市 Ｃ級指導員 ピアノ・大正琴
三輪　元彦 岡崎市 Ｃ級指導員 ギター・軽音楽系弦楽器
野村 文子 尾張旭市 Ｂ級指導員 ドラムサークル･健康の音楽

尾﨑 理恵 春日井市 A級指導員 ピアノ・エレクトーン
西本 京子 春日井市 A級指導員 オカリナ楽器
加藤 満美子 津島市 Ｂ級指導員 ピアノ・エレクトーン

丹羽 みどり 豊田市 A級指導員 鍵盤楽器・ミュージックベル

深井 登志子 豊田市 Ｃ級指導員 箏曲・三絃

中野 真理子 豊田市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器（ピアノ）

深谷 たゑ子 豊明市 Ｂ級指導員 箏曲

田畑 きみ代 名古屋市 A級指導員 鍵盤楽器・合唱・音楽療法

村山 美保子 名古屋市 Ｂ級指導員 ベル・ヴァイオリン

亀倉 純恵 名古屋市 Ｃ級指導員 ピアノ・エレクトーン

村上 真子 名古屋市 Ｂ級指導員 ヴァイオリン・弦楽合奏

鈴木 昌子 名古屋市 Ｂ級指導員 音楽教育・鍵盤楽器

和久 真実 名古屋市 Ｂ級指導員 ピアノ・エレクトーン



氏名 愛知県 指導員級 主な指導分野

多田 文江 名古屋市 Ｂ級指導員 ピアノ・エレクトーン

新谷 啓子 名古屋市 A級指導員 ピアノ・音楽教育

富田 千里 名古屋市 Ｂ級指導員 ピアノ・音楽教育

廣橋 浩 名古屋市 Ｂ級指導員 音楽教育・合唱・吹奏楽

柏井 明子 名古屋市 Ｃ級指導員 ピアノ・エレクトーン

中村 好江 名古屋市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器・ミュージックベル

塚原 利理 名古屋市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器（ピアノ）・楽理

西岡 章子 名古屋市 Ｃ級指導員 ピアノ・リトミック

佐藤 るみ 名古屋市 Ｃ級指導員 アンサンブル指導・和太鼓

坂野　惠子 名古屋市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器

宮川　惠 名古屋市 Ｂ級指導員 鍵盤楽器・オカリナ

水谷 真樹 名古屋市 Ｂ級指導員 音楽教育・声楽

外山 君代 幡豆郡 Ｃ級指導員 ピアノ・電子オルガン

西塚 暁美 みよし市 Ｂ級指導員 音楽教育・鍵盤楽器

（2019年4月現在　42名）
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