
1 ピアノ 上田　晴子 51 ピアノ 武田　美和子 1 フルート 岩下　智子 1 ホルン 大野　良雄

2 ピアノ 多　紗於里 52 ピアノ 坂田　麻里 2 フルート 播　　博 2 ホルン 澤　　敦

3 ピアノ 多　美智子 53 ピアノ 馬場　翔太郎 3 フルート 若狭　知恵 3 ホルン 橘　　佑梨子

4 ピアノ 霧生　雅江 54 ピアノ 丸山　匡子 4 フルート 杉原　夏海 4 ホルン 藤田　乙比古

5 ピアノ 小池　ちとせ 55 ピアノ 臼井　隆子 5 フルート 池田　芙美 5 ホルン 並木　博美

6 ピアノ 重松　聡 56 ピアノ 加納　けんじ 6 フルート 佐藤　憲介 6 ホルン 中島　大之

7 ピアノ 練木　繁夫 57 ピアノ 伊舟城　歩生 7 フルート 萩原　貴子 7 トランペット 戸部　豊

8 ピアノ 松岡　淳 58 ピアノ 黒崎　拓海 8 フルート 末松　陽子 8 トランペット 班目  加奈

9 ピアノ 橋本　節子 59 ピアノ 福原　圭織 9 フルート 吉岡　アカリ 9 トランペット 依田　泰幸

10 ピアノ 福井　直敬 60 ピアノ 髙坂　朋聖 10 フルート だて　かよこ 10 トランペット 松木　亜希

11 ピアノ 福井　直昭 61 ピアノ 和田　華音 11 フルート 落　友恵 11 トランペット 二井田　ひとみ

12 ピアノ 岡野　壽子 62 ピアノ 佐藤　陽十 12 オーボエ 辻　　功 12 トランペット 津守　祥三

13 ピアノ 澤田　勝行 63 ピアノ 脇岡　洋平 13 オーボエ 青山　聖樹 13 トランペット 森田　小百合

14 ピアノ 大坪　由里 64 ピアノ 下黒澤　暁美 14 オーボエ 本多　啓佑 14 トロンボーン 村田　厚生

15 ピアノ 佐々木　素 65 ピアノ 山岸　麻悠美 15 オーボエ 最上　峰行 15 トロンボーン 大川　真紀夫

16 ピアノ 岡崎　悦子 66 ピアノ 中井　裕司 16 オーボエ 與那嶺　万里 16 トロンボーン 中村　友子

17 ピアノ 渚　　智佳 67 ピアノ 榎本　玲奈 17 オーボエ 神農　広樹 17 トロンボーン 伊藤　雄太

18 ピアノ 関　　洋子 68 ピアノ 赤松　美紀 18 クラリネット 三倉　麻実 18 トロンボーン 岩倉　宗二郎

19 ピアノ 滋岡　玲子 69 ピアノ 加畑　嶺 19 クラリネット 米倉　森 19 トロンボーン 小西　光太

20 ピアノ 重松　万里子 70 ピアノ ホルトマン麻衣子 20 クラリネット 井山　夏実 20 ユーフォニアム 佐藤　采香

21 ピアノ 子安　ゆかり 71 ピアノ 山口　雅敏 21 クラリネット 吉野　亜希菜 21 テューバ 牛尾　正明

22 ピアノ 布施　亜紀子 72 ピアノ 伊賀　あゆみ 22 クラリネット 西村　薫 22 テューバ 本間　雅智

23 ピアノ 三上　典子 73 ピアノ 黒木　直子 23 クラリネット 十亀　正司 23 テューバ 田中　優幸

24 ピアノ 藤光　直美 74 ピアノ 森本　菜桜子 24 クラリネット 後藤　榛花 24 テューバ 福本　恵子

25 ピアノ 中西 るみ子 75 ピアノ 山岸　真由美 25 クラリネット 阿部　加奈子 25 テューバ 中井　俊

26 ピアノ 影山  香苗 76 ピアノ 高尾　郁江 26 ファゴット 岡崎　耕治 26 テューバ 若林　毅

27 ピアノ 田中　優子 27 ファゴット 蓜島　亮

28 ピアノ 樋田　多恵子 28 ファゴット 金田　直道

29 ピアノ 仲村　亜寿実 29 ファゴット 霧生　吉秀 1 パーカッション 中谷　孝哉

30 ピアノ 石川　和男 30 サクソフォーン 原　ひとみ 2 パーカッション 高橋　美智子

31 ピアノ 春原　恵子 31 サクソフォーン 石名田　亜紀 3 パーカッション 吉原　すみれ

32 ピアノ 片岡　美津 32 サクソフォーン 渡部　瞳 4 ﾏﾘﾝﾊﾞ・ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ 宮本　典子

33 ピアノ 近藤　伸子 33 サクソフォーン 河西　麻希 5 マリンバ 原嶋　寛実

34 ピアノ 且田　恭美子 34 サクソフォーン 中川　美保 6 マリンバ 横地　ちひろ

35 ピアノ 石井　絵里奈 35 サクソフォーン 住谷　美帆 7 パーカッション 野尻　小矢佳

36 ピアノ 並木　桂子 8 打楽器、ヴィブラフォン 會田　瑞樹

37 ピアノ 田代　幸弘 9 マリンバ、打楽器 米重　美文子

38 ピアノ 岸　美奈子

39 ピアノ 野上　　剛

40 ピアノ 守重　結加 1 ハーモニカ 崎元　讓

41 ピアノ 土田　定克 2 リコーダー 向江　昭雅

42 ピアノ 小島　慶子 3 チェンバロ 坂　　由理

43 ピアノ 猪狩　雄斗 4
箏・三絃・上方唄
・十七絃・胡弓

松浪　千紫

44 ピアノ 奥村　奈々 5 二胡 許可

45 ピアノ 白川　多紀 6 電子オルガン 小倉　里恵

46 ピアノ 平田　侑

47 ピアノ 平野　裕樹子

48 ピアノ 多田　直子

49 ピアノ 中川　幸恵（奥野）

50 ピアノ 中井　恒仁

　そ の 他 楽 器　(6名)

　　　打　楽　器　　(9名)

　練馬区演奏家協会　会員名簿　　　(会員数　273名）　　　　　令和5年３月22日更新

       ピ　ア　ノ  (76名）  木　管　楽　器　  (35名) 金　管　楽　器　(26名)



1 ヴァイオリン 大谷　康子 1 声　楽 青木　美稚子 51 声　楽 明珍　宏和

2 ヴァイオリン 大松　八路 2 声　楽 山口　道子 52 声　楽 木村　雄太

3 ヴァイオリン 西江　辰郎 3 声　楽 佐々木　典子 53 声　楽 髙畠　伸吾

4 ヴァイオリン 横山  俊朗 4 声　楽 櫻田　智子 54 声　楽 渡邉　公威

5 ヴァイオリン 飯島  忠亮 5 声　楽 齊田　正子 55 声　楽 佐藤　美枝子

6 ヴァイオリン 宮下　綾子 6 声　楽 小畑　朱実

7 ヴァイオリン 竹内　愛 7 声　楽 泉  貴子

8 ヴァイオリン 千葉　さくら 8 声　楽 矢崎  陽子

9 ヴァイオリン 桜井　大士 9 声　楽 磯地　美樹

10 ヴァイオリン 樋口　由希子 10 声　楽 西本　真子

11 ヴァイオリン 半田　愛 11 声　楽 友利　あつ子

12 ヴァイオリン 神野　優子 12 声　楽 佐橋　美起 1 指　揮 内藤　彰

13 ヴァイオリン 江口　史桜 13 声　楽 北村　典子 2 指　揮 橋本　久喜

14 ヴァイオリン 溝邉　奈菜　 14 声　楽 柿谷　美雪 3 指　揮 三石　精一

15 ヴァイオリン 池田　弘 15 声　楽 杉山　由紀 4 指　揮 前田　淳

16 ヴァイオリン 芝田　愛子 16 声　楽 飯塚　ようこ 5 指　揮 北原　幸男

17 ヴァイオリン 寺神戸　亮 17 声　楽 大城　みほ 6 指  揮 佐々木　克仁

18 ヴァイオリン 大川内　弘 18 声　楽 布施　奈緒子 7 指  揮 松尾　葉子

19 ヴァイオリン 西谷　国登 19 声　楽 藤田　槙葉 8 合唱指揮 金田　典子

20 ヴァイオリン 矢沢　まどか 20 声　楽 片岡　ひろみ 9 作　曲 伊藤　康英

21 ヴァイオリン 大村　桐子 21 声　楽 黒田　詩織 10 評　論 丹羽　正明

22 ヴァイオリン 田口　史織 22 声　楽 飯島　香織 11 評　論 吉田　真

23 ヴァイオリン 田口　雅人 23 声　楽 澤江　衣里 12 司会等 村田　芳彦

24 ヴァイオリン 深山　尚久 24 声　楽 梶取　さより 13 その他 光野　正幸

25 ヴァイオリン 竹田　詩織 25 声　楽 矢野　敦子 14 その他 浅野　洋

26 ヴァイオリン 土屋　杏子 26 声　楽 林田　さつき 15 その他 加藤　耕義

27 ヴァイオリン 伊藤　万桜 27 声　楽 荒牧　小百合 16 その他 嶋内　博愛

28 ヴァイオリン 中澤　万紀子 28 声　楽 内山　侑紀

29 ヴァイオリン 菅野　朝子 29 声　楽 大滝　雄志

30 ヴァイオリン 森垣　悠美 30 声　楽 近藤　政伸

31 ヴァイオリン 新美　友紀 31 声　楽 佐々木　紀夫

32 ヴァイオリン 飯守　朝子 32 声　楽 鎌田　直純

33 ヴァイオリン 高松　亜衣 33 声　楽 村田　健司

34 ヴァイオリン 安藤　梨乃 34 声　楽 梶取　弘昌

35 ヴァイオリン 山口　直美 35 声　楽 高橋　啓三

36 ヴァイオリン 三宅　政弘 36 声　楽 平良　栄一

37 ヴァイオリン 田中　笑美子 37 声　楽 亀井　陽二

38 ヴァイオリン 鎌田　成光 38 声　楽 豊島　雄一

39 ヴァイオリン 池田　開渡 39 声　楽 猪村　浩之

40 ヴィオラ 磯　　良男 40 声　楽 櫻田　亮

41 ヴィオラ 田中　あや 41 声　楽 岡本　泰寛

42 チェロ 横山　桂 42 声　楽 木村　善明

43 チェロ 毛利　巨塵 43 声　楽 大西  宇宙

44 チェロ 羽川　真介 44 声　楽 九貫　達也

45 チェロ 山﨑　みのり 45 声　楽 松中　哲平

46 チェロ 寺井　庸裕 46 声　楽 綱川　立彦

47 コントラバス 片岡　夢児 47 声　楽 岡　昭宏

48 コントラバス 藤井　将矢 48 声　楽 久保　法之

49 アルパ 高橋　咲子 49 声　楽 前川　健生

50
クラシックギ

ター
巖崎　文彦 50 声　楽 工藤　和真

　　　弦　楽　器　　(50名)

　　指揮・作曲等　(16名)

　　　声　　　楽　　(55名)
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