
令和４年度 岐阜県吹奏楽連盟 組織図 令和４年3月３１日　「理事長・副理事長会議」にて作成 　令和４年４月８日　「臨時理事会」にて承認

会長 名誉顧問 顧問 顧問 顧問 参与 参与 理事長 副理事長 副理事長 副理事長 副理事長
高校担当 事業担当

清水 憲明 北川 晉 朝田 健 和泉 正憲 渡邉 緑郎 増田 泰志 薄田 茂樹 和田 隆明 清水 竜也 川地 利久 多田 信
高文連部会長 中音研会長 中学担当

長良シンフォ 岐阜ジュニア 各務原西高 根尾学園 朝日大学 大垣西部中 大垣商業 岐阜総合高

顧問 顧問 顧問 顧問 顧問
監事 事務局長 事務局次長 事務局 事務局

岩崎 千宏 服部 篤典 安藤 繁秋 遠藤 宏幸 河内　克美
監事

可児ウインド 大垣女子短大 中部学院大 名古屋芸大 澤田 博昭

大職一

丸山 裕 江口 邦彦 小堀 正雄 岩山 信彦 岡崎 直樹
稲羽中 中津商業高 東海学院大学 岐阜東高 岐阜レゾナンス

個人 小フェス・マーチング 技術開発 理事 岐阜 西濃 美濃・可茂 東濃 飛騨
事業委員長 事業委員長 事業委員長 事業委員長 事業委員長 支部長

片桐 豊 加地 寛人 松野 智博 杤井 克哉 永瀬 敬至 相川 長徳 西尾　哲歩 高田 治彦 白木 晃一朗

支部長 支部長 支部長 支部長 支部長

板橋 晋司 南 雄介 平野 孝明
各務原高 郡上北高 大垣北高 岐阜城北高 高山西高 土岐紅陵高 各務原西高 垂井北中 関商工 中部学院大

副支部長副支部長 副支部長 副支部長 副支部長 副支部長

アンサンブル・重奏 個人 東濃 飛騨 大職一岐阜 西濃 美濃小フェス・マーチング 技術開発 理事

岡崎 直樹

事業委員長 事業委員長 事業委員長

岐阜聖徳高 西陵中 ブラスオルケスター 登龍中 緑陽中 恵那南高 飛騨高山高 岐阜レゾナンス蘇原中 大垣養老高 美濃中

西川 政男 富田 修太 高砂 知明 竹中 久宜 石原 聖也 水野 直樹 野村 久美子

事業副委員長 事業副委員長

朝日コンクール 中日コンクール 大職一コンクール アンサンブル・重奏 個人 小フェス・マーチング 技術開発

東濃実業 古川中

朝日コンクール 中日コンクール 大職一コンクール

瑞穂市民吹奏楽団本巣松陽高

西濃 可茂 東濃 飛騨
支部会計 副支部長 支部会計 支部会計 支部会計

加藤 三鈴 大倉 美里 武藤 誠
土岐商業高 日枝中

大職一
事業副委員長 事業副委員長 事業副委員長

朝日コンクール 中日コンクール

川瀬 智也 東 次朗
帝京可児高 岐阜高専 岐南工高 大垣北中

清水 正和 安倍 暁音 石川 あゆみ

大職一 大職一
事業会計 事業会計 事業会計 大職一担当 東海担当 中学選抜担当

長良高 桜丘中 瑞穂市民吹奏楽団

香川 康之 平林 拓也 武藤 誠 平野 孝明

岐阜

山本 秀 柿崎 希夢

杉本 和昭 松尾 英子 稲越 智子

事業会計 事業会計 支部会計

TSS～ウインドアンサンブル垂井 羽島高

新井 憲優 増田 昇正
池田高校

中村 仁田中 彰倫

事業会計 事業会計

小フェス・マーチング 技術開発

理事

佐々木 詠衣子

関高

大職一担当

後藤 雅典

美濃・加茂
支部会計

中部学院大 各務野さくら 各務原中央中

中部中

山口 さとみ 高見 知宏 長尾 大輔

事業副委員長 事業副委員長

駄知中 丹生川中

事業委員会 支部

コンクール アンサンブル・重奏

酒井 健志

田中 李洋
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