
通算回数 氏　　名 　敬称略　アイウエオ順（回毎 )

27 牧野光洋 東京（アッリエーヴォ　リコーダーオーケストラ）

26 武藤敬子 東京（小作ばれいしょアンサンブル）

22～25 該当者なし

21 渡部加代子

20 該当者なし

19 小浜恵子 新潟（佐渡市立羽茂中学校）

18 該当者なし

17 津上恭子 東京（学習院女子中・高等科）

16 該当者なし

15 大吉　幸 提　陽子 茶木泰生

　

14 親泊明美 小池純夫 関　裕文 諸岡忠教

　

13 小形　隆 茨城（古河市立古河第二中学校）

　 嶋見靖之

12 荒井秋子 長瀬正典 庭野史子

　

11 鈴木　光 静岡（静岡市立番町小学校）

　 長岡むつみ 三重（鈴鹿市立桜島小学校）

梅野冨美子 結解涼香 重井　睦 仲程啓次 仲村リリア 根津江美子

日置美知代 村川比奈子

10 太田眞美 北海道（津別町立活汲小中学校）

　 仲村貴宏 北海道（札幌市立北陽中学校）

内山智勝 増田郷樹 三木田秀明

指導者賞授与者名

昭和６１年より第35回大会まで、のべ 693名の方々が授与されています。
今回の受賞された方の氏名横の( 　　)は受賞時の指導団体名を記載しています。※複数の団体を指導されている方々
は、参加団体区分の年齢の若い部門で記載されています。



9 佐藤匡子 静岡（浜松市立芳川北小学校）

　 仲本朝昭 沖縄（南風原町立津嘉山小学校）

海野文葉 小波津繁雄 樋熊三津男 山下照乃

8 今井一義 開發直樹 福屋博子 吉村貴之

　

7 浅川哲弥 北海道（旭川古楽コンソート）

新本　寛 稲川智恵子 梅野三四郎 大沼滋子 柴田寿人 鈴木栄子

鈴木春樹 砂川徹夫 平船恵美子 林　伊佐男 二俣裕人 松浦孝成

吉木真一郎

6 半嶺めぐみ 沖縄（八重瀬町立具志頭中学校）

　 深谷宣子 三重（在良スイッチリコーダーアンサンブル）

　 松本聖子 宮﨑（宮崎市立高岡中学校）

大城あやの 金子保子 倉家　亨 小泉玲子 高江洲博子 平井　満

福元さとみ 松茂良恒子 安田幸恵 吉井純子 吉田裕子

5 香山美穂 兵庫（リコーダーアンサンブル　ドルチェ）

　 佐藤里香 北海道（千歳市立北斗中学校）

　 嶋本　勇 北海道（帯広市立若葉小学校）

安濃万知子 河島尚子 桜井浩子 詹　采琦 古市啓子 井芹鎖雄

河村幸治 佐藤　創 津田　尚 前田英也 今井輝義 栗原冨治子

三谷文子 当銘由美子 牧野知子 大島照子 小曽納純子 鈴木ゆかり

西田　都 山本秀樹 岡田司朗 酒井真琴 高橋有子 塗師里花

米山幸江

4 岡本　啓 静岡（浜松市立広沢小学校）

陳　孟亨 台湾（新竹縣立直笛合奏団）

手塚　博 長野（上田市立川西小学校）

西　恵子 鹿児島（鹿児島市立西陵中学校）

山本美保子 新潟（佐渡市立真野中学校）

阿部こずえ 伊芸美智子 伊瀬緩奈 奥原友紀乃 小栗広海 小沢知子　  

金子美智子 亀貝　隆 河部眞弓 川又道子 小林敦子 小林幹子

小松真由美 近藤誠二 齋藤秀子 佐々木正博 佐藤　郁 澤田久美子

潮平凉子 鈴木しのぶ 鈴木道子 関田恵子 関根禎典 髙坂聡子

立花素美 蒋　君儀 寺田敦子 中川友彦 西田尚子 橋本　研

平井千香子 藤井美恵子 松下法恵 村瀬直子 室崎真由美 紋谷直美

山田　環 雪松美都 吉浦理恵 劉　翠華

3 浦崎真琴 沖縄（浦添市立港川中学校）



加村隆幸 東京（グラッサンブル）

近藤基子 北海道（函館市立旭岡中学校）

張　珊卿 台湾（馬思勤）

張　以玲 台湾（愛樂木笛四重奏）

南雲みちる 新潟（十日町市立馬場小学校）

何　柏楷 台湾（嘉義縣大林青少年木笛合奏團）

三上真由 北海道（網走市立第五中学校）

三野久美子 静岡（浜松市立大平台小学校）

矢内美沙代 北海道（北海道標津高等学校）

吉嶺史晴 鹿児島（鹿児島国際大学）

縣　眞澄 秋元麻里 荒井千恵子 淡路淑子 泉　仁子 伊藤昭一

伊藤　緑 乾　智美 入川眞理 植木章子 上江洲優奈 牛島富興

浦野和世 大木秀一 大重啓恵 大西利枝 荻野美和子 奥平  誠

小野田道子 金城園美 金原幸子 川上日登美 北澤隆史 木村雅雄

清澤千佳 小林悦子 小林ゆかり 小林玲子 小松美知子 齊藤　昇

坂本雅代 菅　圭 鈴木廣志 関根朋子 高木みどり 滝本恵美子

竹山倫代 田中潤一 田場大輔 玉城匡人 邱　麗芳 陳　淑慧

鄭　惠文 當間多喜子 仲川康子 中嶋幸治 中野順一 長嶺由照

中村喜代美 中村　毅 仲本朝樹 中山節子 成澤利幸 濵村美由紀

比嘉一史 平山雄一郎 藤井早苗 細岡ゆき 本田貴子 前田昭子

牧野和代 松尾好就 松本順子 丸山明子 丸山悦子 宮澤紀子

向田伸子 安井　敬 山屋真理子 吉岡貴子 吉田一夫 吉田義征

2 川根昭佳 沖縄（粟国村立粟国中学校）

小山絹子 新潟（魚沼市立堀之内中学校）

謝　玉珍 台湾（宣蘭縣立文化國中学校）

宝田恵利 北海道（札幌市立西野中学校）

土橋あずさ 鹿児島（湧水町立栗野中学校）

三浦由希子 新潟（新発田市立紫雲寺中学校）

村松佑哉 静岡（県立浜松西高等学校）

吉村智宏 新潟（魚沼市立堀之内小学校）

林　美娟 台湾（郭　晉嘉）

赤嶺博和 浅野不二夫 飯田由美子 飯塚雅子 池間路子 磯部勝美

井出ゆり 伊藤真生子 金　秀賢 井上京子 今井智恵子 林　宗煥

岩﨑かおり 呉　美鳳 上江洲かおり 宇佐見博子 内山一二三 内山陽子

江崎浩司 大城夏紀 太田光子 岡本美枝子 小川祐子 甲斐崎みどり

金沢義明 金城貴裕 鎌田圭子 河村和子 草間恵子 熊倉一恵

河野和男 小海信幸 香村桃代 小瀬川康雄 小谷智子 古知寿江

後藤裕子 小林友美 小山ゆい 近藤精宏 今野直恵 西丸悦子

酒井雅子 坂下武巳 坂本忠厚 佐久田伸一 櫻庭　元 佐々木聡美

座間誠一 澤口加奈子 澤柳正義 塩浜康男 島田暁子 島袋真理子

清水雄太 霜鳥里果 白井博美 代永淳子 砂川登喜子 高橋哲子



高橋　睦 竹内恵子 武田泰子 竹村永子 田中弘子 棚原聖子

玉川昌幸 玉城哲也 玉田由美子 長　環 土田裕三 富原恵美

仲里さつき 長沢クミ子 仲村江利子 橋本勤也 長谷川紘子 長谷川裕美

秦野育子 服部淳子 浜崎　恵 比嘉喬子 比嘉良知 東恩納直樹

平出智美 藤本敦子 藤森　潤 古江英美 辺田美紀子 保坂泰子

星川永子 堀田　昭 本保美帆子 増野真佐美 松井房子 松川香織

松下幸代 松本牧夫 松本亮子 三重野美子 皆川レイ子 南山夕子

美濃優子 宮井香織 宮城千枝美 宮坂　宏 村元秀之 森　嘉雄

矢嶋郁子 安福孝子 山浦敬子 山賀静子 山口明美 山澤小百合

山之内敦子 山元正造 山本秀明 横山陽子 吉田　藍 吉田正人

渡邉玲子

1 天久勤子 沖縄（粟国村立粟国小学校）

磯　幸子 茨城（笠間市立南中学校）

井上洋子 和歌山（きのくに子ども村小学校）

上治ゆかり 鹿児島（姶良市立加治木中学校）

猿田智佳子 静岡（浜松市立佐鳴台小学校）

周　宜蓁 台湾（花蓮縣國風國中学校）

高附仁美 鹿児島（霧島市立牧之原中学校）

中野義孝 北海道（置戸町立置戸中学校）

中村栄宏 埼玉（狭山市立入間川小学校）

三上育子 北海道（北斗市立浜分小学校）

水見晴海 北海道（訓子府町立訓子府小学校）

宮城　静 沖縄（浦添市立宮城小学校）

宗村小百合 新潟（十日町市立貝野小学校）

青木睦子 赤嶺みどり 渥美公恵 穴澤英子 有賀洋子 安藤京子

飯田純子 井口聖子 池田智真 池間夏妃 石井典子 石岡征子

石崎　卓 石原慎司 伊志嶺千春 石山綾子 伊集貴子 市村節夫

井手治美 伊東良枝 伊藤友加 伊藤真由美 伊藤百十三 伊藤優子

稲田義人 稲葉　実 稲福綾乃 伊野義博 茨木達郎 入川美智子

岩崎優子 岩﨑かおり 上江洲　学 上田さと子 上原絵里香 翁　麗君

浮海理江 牛島義蔵 薄田一宣 遠藤志穂 大城未織 太田高司

太田正明 太田良子 大坪由香 大渕裕美 大嶺尚子 岡田　明

緒方惠子 岡田葉子 岡部正徳 岡村真哉 岡本和広 岡山麻代

小川克夫 興津亜衣 奥村雅彦 奥村訓子 落合　優 小野真澄

温　佳宜 垣内美和子 柿崎恭子 影山建樹 河西恭子 片田陽子

勝山志穂 加藤恵子 加藤千加代 加藤直樹 加藤真由美 金城こずえ

金城スミ子 金城優子 金原理恵 神久妙子 加茂尚弘 栢森祐子



川﨑敦子 河島千浪 川島裕子 河原由子 河村慶子 神田裕子

菊地香居 北村俊彦 宜野座啓史 木村裕子 木村正一 切畠実保子

金城奈々 具志堅友美 工藤一之 工藤桂子 黒田久美子 桑原宏美

桑原みほ子 桑原裕美子 呉　明宗 黄　　琪 幸地美奈子 古賀比彩子

小嶋　遼 古謝菊江 児玉禎明 後藤典洋 小那覇頼子 榊原由紀

坂倉理恵 坂部由紀子 坂本るみ子 崎浜秀泰 作田礼子 櫻井佳子

桜井利幸 桜井登代子 桜井　恵 佐々木弘子 佐々木美枝 佐々木結子

佐藤惠里子 佐藤喜代一 佐藤佐規江 佐藤詩朗 佐藤多佳子 佐藤　亮

佐藤博明 佐藤正幸 佐藤美咲 佐藤由実 澤根夫三子 桟　典子

許　琬誼 柴垣雅一 柴田洋美 柴田靖子 島　悦子 島田紀子

島袋美和子 島袋めぐみ 下位法弘 下川　博 下地秀樹 下地真喜子

下地美也子 鐘　彩螢 庄司祐子 城間藤代 新垣倫世 菅原静恵

杉山章子 杉山智章 杉山直子 圖師カナミ 鈴木公子 鈴木洋子

砂川あやこ 墨　香里 関ちえみ　 蘇　綺梅 曾　敏華 添石千紘

高倉健二 高佐和幸 高崎節子 高田利英 髙野典子 高橋敬子

高橋恵子　 髙橋秀吉 高林祐治 高見真美 瀧口詠子 竹内　梓

竹内敬子 竹内淑子 竹内正斉 田中美穂 田邊麻里子 谷口信治

谷口真織 田畑一希 陳　淑惠 知念美樹 張　碧嫆 曾　逸星

辻村映里 土田弘幸 土屋恵里子 寺地大輔 寺尾京子 照屋小百合

徳永隆二 徳増陽子 直江宣之 長尾美和 中川祥治 仲里安代

中嶋えりな 長瀬千晶 仲宗根あすか 永原真知 中山加奈子 永山洋子

西川道代 仁平好江 庭田光晴 庭野宏樹 任　心皓 根津　聡

根本むつみ 野崎　智 野尻　亮 長谷川美穂 長谷川祐子 八田五郎

濱　康幸 原　昭二郎 原田　桂 伴田　攻 比嘉利恵子 樋口　健

樋口美和子 平得慶子 平田沙希子 平野祥子 平山律明 廣瀬麻里子

胡　婕筠 福山美和子 伏木祥子 藤崎悦子 藤本暁子 藤本典子

藤森千鶴子 藤原利通子 古市　茂 古屋　香 古谷一成 外間優子

帆苅優子 星　典子 細矢知穂 本多衣織 前田沙織 眞坂弥央子

松井康子 松浦尚男 松川博之 松川好伸 松下允彦 松田紀子

松村正彦 松本孝晴 松本真由美 丸山益枝 三浦　智 三浦洋子

三木　洋 水口祐子 水谷　愛 水谷美恵子 水野浩士 水本みゆき

水落　恵 三谷安宏 皆川昌雄   皆添由美子 嶺井政慶 宮城浩信

宮城むつみ 宮城奉子 宮里　巌 宮澤利恵 宮下香織 宮下秀樹

宮下由布子 宮津智子 宮原貴子 宮本妙子 美和雅樹 向江昭雅

武者美奈絵 村田朋彦 百山和吉 森　順子 森　雅代 安本利恵子

栁内志穂 矢野衣通子 山岡重治 山川美代子 山崎敦子 山崎綾子

山崎清則 山下美帆 山城佳苗 山田薫子 山田　滋 山田貴子

山梨愛子 山根かなみ 山本永子 山本洋子 湯浅昌満 湯浅由希恵

與儀みゆり 横山アキコ　 吉倉邦子 吉澤なぎさ 吉田由紀子 吉野祐二

吉本桂子 米山容子 李　虹慧 季　奸瓊 林　難生 若林可之

渡部知佳 渡辺ちか 渡辺千佳 渡邊真理 王　維斌 王　立冰


