
1 

 

公益法人 日本吹奏楽指導者協会 関東甲信越支部・栃木県部会 

令和４(2022)年度 ＪＢＡ栃木県部会・総会 

 

日時 ： 令和４(2022)年４月２４日（日）１０：００～   場所 ： 栃木県立壬生高等学校 

 

◎ 次第 

1 開式の辞 

2 議長・書記 選出 

 

3 議題 

第 1号議案 令和３（2021）年度・事業報告並びに収支決算報告 

〇 理事会   関東：令和３年４/３(土）、11/13(土）、令和４年１/４(火） 

東京文化会館にて＜支部理事会と兼ねる＞ 

県：4/18(日)､4/24(土)､12/29(水)､R4,1/4(火)､1/8(土)､1/11(火)､1/17(月) 

  1/29(土)､2/5(土)，3/19(土) 

〇 部会総会 令和３年４月 25日(日）県立壬生高等学校 

〇 研修会  令和３年４月 18日(日）指揮法アカデミー＜本部主催・本県主管＞ 

講師：大井剛史（東京佼成 WO）県立宇都宮北高校音楽室＜会員 4一般 7聴講 16＞ 

令和３年７月 18日(日) 指揮法講習会 ＜本部主催・本県主管＞ 

講師：伊藤康英（作曲家）宇都宮短期大学須賀友正記念ﾎｰﾙ＜会員 3一般 1聴講 75＞ 

令和４年１月４日(火）東京文化会館中会議室＜コロナ禍のため中止＞ 

     〇「吹奏楽の日 in ｸﾞﾘﾑ」令和３年 11月 7日(日)ｸﾞﾘﾑの森＜コロナ禍のため中止＞ 

〇 令和３（2021）年度・第４回 JBA栃木県管打楽器ソロコンテスト 

音源審査 令和４年１月５日(水）・６日(木）県立壬生高等学校＜小 17 中 63高 58＞ 

審査員（黒尾実・原進・石塚正美・小池春男・山本伸子 

佐藤浩・手塚淳雄・田渕哲也・塚原正人・宮田麻子） 

本 選  令和４年１月 30日(日)宇都宮短期大学須賀友正記念ホール＜小 10中 30高 30＞ 

     審査員（松本健司・中村勝生・山本真理子） 

 

第 2号議案 令和４（2022）年度・事業計画並びに予算（案） 

〇 理事会  令和４年５月 15日(日）、11月 12日(土）、令和５年１月４日(水） 

       東京文化会館＜支部理事会と兼ねる＞ 

      令和４年４/10(日）、11/5(土）、12/27(水)、令和５年 2/4(土）、３/18(土） 

県立壬生高等学校 

〇 部会総会 令和４年４月 24日(日）栃木県立壬生高等学校 

〇 支部総会 令和４年６月 11日(土）東京都：国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年総合ｾﾝﾀｰ・国際会議室 

〇 研修会  令和４年５月 15日(日)「管楽器ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」栃木県教育会館＜共催＞(案) 

〇 ｢吹奏楽の日」演奏会 令和４年 11月６日(日）グリムの森・館（下野市） 

〇 令和４年度(2022)年度・第５回 JBA栃木県管打楽器ソロコンテスト 県大会 

音源審査 令和５年１月 5・6日（木・金）県立壬生高等学校 

本  選  令和５年１月 29日(日）宇都宮短期大学・須賀友正記念ホール 

 

第 3号議案 規約・役員改選について 

    第 4号議案 関東甲信越支部理事選出（案） 県部会長 事務局長 2名 

 

4 その他 

① 本部総会   令和４年６月 25日(土）・26日(日）総会会場：亜細亜大学（東京） 

② 支部研修会  令和４年６月 11日(土) 講師：勝川本久東京佼成 WO理事長（関東支部総会後） 

③ 支部：令和４年度第 21回 JBA関東甲信越管打楽器ソロコンテスト  

令和５年２月 19日(日）昭和音楽大学・ユリホール 

④ 本部：令和４年度第 27回全日本中学生高校生管打楽器ソロコンテスト 全国大会 

   令和５年３月 27日(月）東京音楽大学・TCMホール 

5 閉式の辞 
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川島　航 Mar  高根沢町立阿久津小学校 6年生
最優秀
グランプリ賞

1
下野新聞社賞
山本真理子賞

県代表

村越　希光 Fl  宇都宮市立陽東小学校 6年生 最優秀賞 2

鯨　絢音 Fl  真岡市立真岡小学校 5年生 最優秀賞 3

羽石　伊吹 Bb Cl  茂木町立茂木小学校 5年生 優秀賞 松本健司賞

藏持　聖菜 Tb  真岡市立真岡小学校 6年生 優秀賞 中村勝生賞

重松　俊佑 Mar  宇都宮市立陽北中学校 3年生
最優秀
グランプリ賞

1 下野新聞社賞 県代表

大越　向太郎 A.Sax  茂木町立茂木中学校 2年生 最優秀賞 2 松本健司賞 県代表

坂本　万歩 Mar  宇都宮市立宮の原中学校 2年生 最優秀賞 3 県代表

大橋　愛未 Fl  宇都宮市立陽北中学校 3年生 最優秀賞 4 県代表

鶴川　光優 Ob  幸福の科学学園中学校 3年生 最優秀賞 山本真理子賞

竹内　彩乃 Euph  宇都宮市立泉が丘中学校 2年生 最優秀賞

野澤　啓太 Hr  高根沢町立阿久津中学校 2年生 最優秀賞

河内　美波 Mar  宇都宮市立田原中学校 2年生 最優秀賞

宮原　麻衣 Mar  高根沢町立阿久津中学校 1年生 最優秀賞

細谷　佐和子 Hr  益子町立益子中学校 1年生 優秀賞 中村勝生賞

大場　藍 Fl  宇都宮短期大学附属高等学校 3年生
最優秀
グランプリ賞

1 下野新聞社賞 県代表

冨田　康介 Mar  宇都宮短期大学附属高等学校 2年生 最優秀賞 2 松本健司賞 県代表

田中　愛大 Fl  栃木県立真岡高等学校 3年生 最優秀賞 3 山本真理子賞 県代表

冨山　夢桜 Tp  栃木県立茂木高等学校 1年生 最優秀賞 4 県代表

小林　歩理 A.Sax  栃木県立小山西高等学校 1年生 最優秀賞

直井　耀生 Fl  栃木県立宇都宮工業高等学校 1年生 最優秀賞

永井　宏祐 A.Sax  栃木県立真岡高等学校 3年生 最優秀賞

田中　陽菜 Ob  宇都宮短期大学附属高等学校 1年生 最優秀賞

落合　侑亮 Per  栃木県立佐野高等学校 3年生 最優秀賞

川田　彩奈 Mar  栃木県立今市高等学校 2年生 最優秀賞

安間　馨 Tp  栃木県立矢板東高等学校 2年生 優秀賞 中村勝生賞

西村　大地 Trp  横浜市立岩崎中学校 1年生 神奈川県 1 支部代表

石原　宇響 Cor  藤岡市立北中学校 3年生 群馬県 2 支部代表

小島　優奈 Fl  川口市立芝中学校 2年生 埼玉県 3 支部代表

西尾　萌花 Cl  小平市立小平第三中学校 3年生 東京都 4 支部代表

櫻井　大和 Trp  我孫子市立白山中学校 3年生 千葉県 岡田知之賞

熊坂　芳介 M Pc  大町市立第一中学校 2年生 清水大輔賞

郡司　柑太郎 Cl  水戸市立第一中学校 2年生 茨城県 関口　仁賞

坂本　万歩 Mar  宇都宮市立宮の原中学校 2年生 栃木県 樋口哲生賞

秋吉　伊織 A.Sax  羽村市立羽村第一中学校 3年生 東京都 三浦　徹賞

田中Angieすみれ Bsn 千葉県立幕張総合高等学校 2年生 千葉県 1 支部代表

石崎　羽夏 Cl 茨城県立水戸第三高等学校 2年生 茨城県 2 支部代表

泉水　陽南 Fl 学校法人東京聖徳学園光英VERITAS高等学校 6年生 千葉県 3 支部代表

田中　愛大 Fl  栃木県立真岡高等学校 3年生 栃木県 4 支部代表

木内　美紗 Cl  銚子市立銚子高等学校 2年生 千葉県 岡田知之賞

森住　輝星 Bsn  学校法人相模女子大学高等部 1年生 神奈川県 清水大輔賞

田中　祐基 Trp 学校法人小松原学園叡明高等学校 1年生 埼玉県 関口　仁賞

 鈴木　大輝 Trp  学校法人佐藤栄学園埼玉栄高等学校 2年生 埼玉県 樋口哲生賞

山田　彩絵 Euｐｈ  学校法人中越高等学校 2年生 新潟県 三浦　徹賞

治田　雅恵 （No3伴奏者） 千葉県 Best Duet賞（ﾋﾟｱﾉ伴奏者）

小池　亜季 （No18伴奏者） 千葉県 Best Duet賞（ﾋﾟｱﾉ伴奏者）

田中Angieすみれ Bsn 千葉県立幕張総合高等学校 2年生 千葉県 1 文部大臣賞

田中　愛大 Fl  栃木県立真岡高等学校 3年生 栃木県

第４回JBA栃木県管打楽器ソロコンテスト結果

第20回JBA関東甲信越支部大会ソロコンテスト結果

令和4年1月30日（日）　宇都宮短期大学・須賀友正記念ホール 審査員：松本健司、中村勝生、山本真理子

第26回JBA全日本中学生・高校生管打楽器ソロコンテスト結果

令和4年3月28日（月）　武蔵野音楽大学・ブラームスホール
審査員：磯部周平、岡崎耕治、大井剛史、鈴木英史、須山芳博
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令和4年2月23日（水）　昭和音楽大学・ユリホール
審査員：岡田友之、清水大輔、関口仁、樋口哲生、三浦徹
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