
令和元年度（平成３１年度）　秋田県吹奏楽連盟役員および秋田県高等学校文化連盟吹奏楽部会役員

通し 番号 役職 地区等 氏名 所属 担当校種部会

1 1 会長 細　谷　　　直 秋田市立城南中学校

2 2 副会長 高　橋　浩　一 秋田市立下北手中学校

3 3 副会長 県北会長（鹿角会長） 奈　良　　　育 鹿角市立尾去沢小学校

4 4 副会長 県南会長（横手会長） 内　藤　佳　史 横手市立朝倉小学校

5 5 副会長 マーチング会長 加賀谷  和  宏 大仙市立大曲小学校

6 6 副会長 高文連吹奏楽部会長 櫻　田　博　憲 秋田県立新屋高等学校

7 1 理事長 東北常任理事 池　田　孝　幸 秋田県立秋田高等学校

8 2 副理事長 大　河　　　悟 仙北市立神代小学校 小学校

9 3 副理事長 飯　嶋　宏　紀 秋田市立城東中学校 中学校

10 4 副理事長 奥　山　　　昇 秋田県立秋田南高等学校 高等学校

11 5 副理事長 大　滝　　　慎 秋田県立湯沢高等学校 大職一般

12 1 常任理事 運　藤　良　和 由利本荘市立岩城小学校

13 2 常任理事
県マーチング協会理事長

県高文連吹奏楽部会委員長 野　上　　　浩 秋田県立秋田工業高等学校

14 3 常任理事 阿　部　智　博 秋田県総合教育センター

15 1 理事 高　畑　重　明 秋田市立日新小学校 小学校中央

16 2 理事 マーチング大館大会事務局 渡　辺　幸　子 大館市立有浦小学校 小学校県北

17 3 理事 大　野　　　徹 湯沢市立湯沢東小学校 小学校県南

18 4 理事 和 合 谷  　崇 秋田市立勝平中学校 中学校中央

19 5 理事 齋　藤　博　生 北秋田市立森吉中学校 中学校県北

20 6 理事 佐　藤　穣　爾 横手市立増田中学校 中学校県南

21 7 理事 石　川　陽　子 秋田県立本荘高等学校 高等学校中央

22 8 理事 県北事務局長 伊　勢　画　子 秋田県立秋田北鷹高等学校 高等学校県北

23 9 理事 県高文連吹奏楽部会委員 田　村　裕　三 秋田県立大曲工業高等学校 高等学校県南

24 10 理事 社会人バンド協議会会長 中　村　晃　悦 秋田吹奏楽団 大職一般中央

25 11 理事 葛　西　　　堅 上津野ウインドアンサンブル 大職一般県北

26 12 理事 社会人バンド協議会副会長 佐々木  弘  紀 ラ・ポームウインドオーケストラ 大職一般県南

27 1 理事 鹿角 工　藤　　　靖 小坂町立小坂中学校

28 2 理事 大館北秋田 成　田　洋　子 秋田県立大館鳳鳴高等学校

29 3 理事 能代山本 牧　野　賢　美 秋田県立能代西高等学校

30 4 理事 中央 石　崎　聖　也 明桜高等学校

31 5 理事 本荘由利 猪　股　秀　明 秋田県立由利高等学校

32 6 理事 大曲仙北 竹　村　和　宏 仙北市立角館中学校

33 7 理事 横手 高　橋　直　樹 秋田県立横手高等学校

34 8 理事 湯沢 佐　藤　久美子 湯沢市立湯沢南中学校

35 1 事務局長 県高文連吹奏楽部会委員 塩　谷　　　普 秋田県立秋田西高等学校

36 2 事務局次長
マーチング美郷大会事務局

小学校ＢＦ大会事務局 梅　川　　　覚 横手市立旭小学校 小学校

37 3 事務局次長 佐　藤　麻理子 秋田市立飯島中学校 中学校

38 4 事務局次長 湯沢雄勝事務局長 沼　田　善　之 秋田県立湯沢翔北高等学校 高等学校

39 5 事務局次長 横手事務局長 橋　本　俊　樹 秋田県立増田高等学校 大職一般

40 6 事務局員 藤　田　陽　子 秋田市立川尻小学校 小学校会計

41 7 事務局員 石　川　健　志 男鹿市立男鹿東中学校 中学校会計

42 8 事務局員 マーチング秋田大会事務局 鈴　木　昌　之 秋田市立秋田商業高等学校 高等学校会計

43 9 事務局員 鹿角事務局長 三　浦　　　礼 鹿角市立十和田中学校 大職一般会計

44 10 事務局員 大館北秋田事務局長 袴　田　枝　里 大館市立北陽中学校

45 11 事務局員 能代山本事務局長 佐　藤　孝　子 能代市立能代南中学校

46 12 事務局員 中央事務局長 長谷川　 拓 郎 秋田市立桜中学校

47 13 事務局員 県南事務局長 沼　倉　　　徹 秋田県立平成高等学校

48 14 事務局員 大曲仙北事務局長 加　藤　　　修 大仙市立西仙北中学校

49 15 事務局員 阿　部　慎太郎 秋田県立仁賀保高等学校

50 16 事務局員 県高文連吹奏楽部会委員 髙　橋　晃　二 秋田県立矢島高等学校

51 1 監事 笹　尾　深　雪

52 2 監事 須　藤　孝　二 秋田市立御所野学院中学校

53 3 監事 細　井　大　成 秋田県立雄物川高等学校

54 1 総局長 林　　　敦　彦 朝日新聞秋田総局


