
氏名 在籍年数 HP等

米川　安宜 １８年 http://kasuga.or.jp/frameindexjp.htm

http://kasuga.ed.jp/frameindexjp.htm

（故）　米川　安國 ３０年 １９９９年１０月１９日　帰幽

柴田　憲 ４９年

（ａｌｔｏ）　日笠　はる菜 ４年 https://mobile.twitter.com/posto_haru  

（ａｌｔｏ）　升田　ちなみ １年

（ｔｅｎｏｒ）　堀　浩一郎 ６年 https://www.blogger.com/profile/04363264842347683905

（ｔｅｎｏｒ）　山下　博也 １１年

（ｂａｒｉｔｏｎ）　大島　敏夫 ４１年 https://ja-jp.facebook.com/people/Tosio-Osima/100004187161866

Ｊａｍｅｓ　Ｂａｒｒｅｔｔ １４年 https://sites.google.com/site/jamesbarrettmusic/

松本　和明 ２５年

上野　晴久 ９年 https://www.facebook.com/volvo.uyeno

吉田　若菜 ０年

下野　善弘 ２年 https://www.facebook.com/yoshihiro.shimono.3

未定

栗原　愛 １年 https://m.facebook.com/ai.kurihara.1029

竹川　博紹 １３年

（ｂａｓｓ）　鈴木　正明 ４９年 https://ja-jp.facebook.com/people/%E6%AD%A3%E6%98%8E%E9%88%B4%E6%9C%A8/100004681337316

欠員

神子　直之 ４年 https://www.facebook.com/naoyuki.kamiko

尾崎　真一 ０年 http://www.thirdhead,com/

https://www.facebook.com/shinichi.ozaki.sowhat917

平田　幸裕 ２年 https://ja-jp.facebook.com/yukihiro1011

山本　秀尚 １３年 http://y-clinic.net/

Ｄｒｕｍｓ

Ｖｏｃａｌ

名誉楽団長

Ｂａｎｄ　Ｌｅａｄｅｒ　／　Ｃｏｎｄｕｃｔｏｒ

Ｒｅｇｕｌａｒ　Ｍｅｍｂｅｒ　（１７）
Ｓａｘｏｐｈｏｎｅ

Ｔｒｕｍｐｅｔ

Ｔｒｏｍｂｏｎｅ

Ｇ ＲＥＥＮＨＯＲＮ　Ｊ ＡＺＺ　Ｏ ＲＣＨＥＳＴＲＡ　メンバー紹介　（２０１８年４月現在）

楽団長

Ｇｕｉｔａｒ

Ｐｉａｎｏ

Ｂａｓｓ

http://kasuga.or.jp/frameindexjp.htm
http://kasuga.ed.jp/frameindexjp.htm
https://mobile.twitter.com/posto_haru
https://www.blogger.com/profile/04363264842347683905
https://ja-jp.facebook.com/people/Tosio-Osima/100004187161866
https://sites.google.com/site/jamesbarrettmusic/
https://www.facebook.com/volvo.uyeno
https://www.facebook.com/yoshihiro.shimono.3
https://m.facebook.com/ai.kurihara.1029
https://ja-jp.facebook.com/people/%E6%AD%A3%E6%98%8E%E9%88%B4%E6%9C%A8/100004681337316
https://www.facebook.com/naoyuki.kamiko
http://www.thirdhead,com/
https://www.facebook.com/shinichi.ozaki.sowhat917
https://ja-jp.facebook.com/yukihiro1011
http://y-clinic.net/


レギュラー　平均 １１年 レギュラー平均年齢　５１歳（２０歳～６８歳）

（ａｌｔｏ）　柴田　康平 １８年 https://koheishibata.jimdo.com/

（ａｌｔｏ）　松浦　俊次 １７年

（ａｌｔｏ）　倉都　翔平 ７年

（ａｌｔｏ）　中川　愛理 １年 http://www.kufs.ac.jp/blog/department/japanese/detail/465

（ｔｅｎｏｒ）　河野　歩 ９年 http://ameblo.jp/ayumusax/

（ｔｅｎｏｒ）　今井　晴萌 ７年 http://ameblo.jp/saxharumo/

（ｔｅｎｏｒ）　竹本　陽子 ２年 https://ja-jp.facebook.com/people/%E7%AB%B9%E6%9C%AC%E9%99%BD%E5%AD%90/100004169618171

（ｔｅｎｏｒ）　草野　友善 １年 http://kusano.crayonsite.net/p/2/

（ｔｅｎｏｒ）　武藤　由佳 ０年

（ｂａｒｉｔｏｎ）　新保　雅浩 ３年 https://www.facebook.com/masahiro.sinbo

（ｂａｒｉｔｏｎ）　小野　彰 ２年

（ｔｕｂａｘ）　黒田　雅之 １１年 http://tubax.blog86.fc2.com/

東瀧　将 １４年 http://plaza.rakuten.co.jp/funtoplaytp/

小嶌　恵理 １０年

中川　佳春 ３年 https://ja-jp.facebook.com/kougei.nakagawa

西村　あきらねこ ３年

坂内　理英 １年 https://m.facebook.com/bannai.r.aa

井上　公介 １年

谷口　諒 １年

河野　渡 １年 https://www.youtube.com/watch?v=bZWwgMC4Qyk

望月　あゆみ ０年

福富　奏人 ０年 https://www.facebook.com/kanametrp

山本　隆也 １６年 https://www.facebook.com/takaya.yamamoto1

鷲野　靖雄 ８年 http://www.hmv.co.jp/artist_%E9%B7%B2%E9%87%8E%E9%9D%96%E9%9B%84_000000000406870/

田中　寛子 ７年

浜田　正宏 ０年 https://www.facebook.com/masahiro.hamada.505960

馬田　一郎 １０年 https://www.facebook.com/people/%E9%A6%AC%E7%94%B0%E4%B8%80%E9%83%8E/100001625986924

沼津　崇 ６年 https://ja-jp.facebook.com/l.v.break

矢延　崚 ０年

金澤　幹夫 ０年 https://www.facebook.com/kanazawa.guitar.school.mc?

https://www.youtube.com/channel/UCpqdiqAAKWEkcbHht9zMcKQ

井戸口　Bｏｎ １２年 http://www.bonpiano.com/BonPiano/Schedule.html

Ｇｕｉｔａｒ　（４）

Ｐｉａｎｏ　（６）

Ｆｒｉｅｎｄｓ　Ｍｅｍｂｅｒ　（６３）
Ｓａｘｏｐｈｏｎｅ　（１２）

Ｔｒｕｍｐｅｔ　（１０）

Ｔｒｏｍｂｏｎｅ　（４）
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森下　博生 ９年

畠山　ゆき ６年 http://yukihatakeyama.jimdo.com/

山口　記世 ５年 http://music.geocities.jp/mayuh0122/kiyoint.html

橋本　里美 ０年

澤田　知伽 ０年 https://www.facebook.com/chika.sawada.904

葛原　文也 ９年

鶴賀　信高 ２年 http://tsuruganobutaka.com/live-schedule/

坂井　美保 ６年 http://miccobass.blog.fc2.com/

稲船　朋美 ４年

三宅　尚宏 ３年 https://ja-jp.facebook.com/naohiro.miyake

池亀　昌洋 １年 https://ja-jp.facebook.com/masahiro.ikegame.1

石川　栄 １年 http://blogs.yahoo.co.jp/r_swingdoom_veal?__ysp=44GL44Gw5pel6KiY

土井　重彰 １年 http://www,shigeaki-doi.com

磯谷　圭 ０年

清水　邦彦 ０年

柴田　幸雄 ４９年 https://ja-jp.facebook.com/yukio.shibata.90

斉藤　慶司 １４年 http://wagonskeiji.jugem.jp/

小牧　和高 １２年 https://twitter.com/komaki1986?lang=ja

小堂　剛史 ５年

石渡　新平 ４年 http://www.hana-mauii.jp/lesson/2342

馬場　圭介 ４年 https://www.facebook.com/keisuke.baba.51

奥野　祐介 ４年

水島　英幸 ３年

西村　末廣 ３年

高橋　宗幸 １年 https://www.facebook.com/people/%E9%AB%98%E6%A9%8B%E5%AE%97%E5%B9%B8/100011353684847

佐藤　喜美子 ６年 http://twilog.org/Kimiko_Kimiko

https://ja-jp.facebook.com/kimiko.fine.sugar

（PA) 　浦谷　浩 ５年

（受付）　柴田　史絵 ５年

（受付）　林　香 ３年

（受付）　加治屋　菜美子 １年 http://kajiya-namiko.com/

（運搬）　尾関　伴彦 １０年

倉田　正昭 ４８年 http://www.kuratanet.com

https://www.facebook.com/masaaki.kurata.35

Ｂａｓｓ　（１０）

Ｄｒｕｍｓ　（１０）

Ｖｏｃａｌ　（１）

Ｅｖｅｎｔ　Ｓｔｕｆｆ　（５）

HP　管理　（１）

ＯＢ，ＯＧ　＊敬称略
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＜音楽顧問（ｔｐ）＞　（故）奥田章三、＜音楽顧問代行（ｔｂ）＞　五十嵐誠、

＜Ｂａｒｉｔｏｎ　Ｓａｘｏｐｈｏｎｅ＞ 　美好克彦、柴田洋輔

＜Ｄｒｕｍｓ＞ 　荒木満、恒川久徳、船尾真伊年、Ｅｄ　Ｗｉｅｈｅ、望月裕司、谷口知久
＜Ｖｏｃａｌ＞ 　生谷てい子、鈴木邦男、Ｍｉｓｓｅｙ、中川享子
＜Ｏｔｈｅｒ＞ 　三澤俊之（ＰＡ)、松本博司（ＭＣ）、松田みつえ（ＭＣ）、浅生弘美、塩澤ひとみ

＜Ｔｅｎｏｒ　Ｓａｘｏｐｈｏｎｅ＞ 　増尾修、井波重雄、松本幸男、木村種男、川杉幸雄、Ｂｒｉｔｔａｉｎ　Ｂａｒｂｅｒ、田中千夏、Ａｎｄｒｅａｓ
Ｓｚａｌａｔｎａｙ、福代亮樹、Ｃｏｎｎｏｒ　Ｓｔｅｃｋ、佐藤直道

＜Ｔｒｕｍｐｅｔ＞ 　下村敬夫、桃井正人、今西敏夫、横井隆、河村広、近藤信夫、三澤安信、百田敏郎、徳原和行、大西慶一
郎、田中健司、前田芳典、宮原忠雄、山藤卓実、大井戸良久、山城卓司、釣本聖司、渡辺愛、Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ　Ｆｒｙｍａｎ、石井
美帆、三谷如也、エディ生田、山内賢一郎、竹中温子、小谷文也、藤井直人、佐藤麻利子、中村美咲、内原光信、佐藤徹
志、泉雄一朗、吉田理紗子、Ｍａｒｋ　Ｅｌｓｈｏｕｔ、吉岡之彦
＜Ｔｒｏｍｂｏｎｅ＞ 　（故）小島良起、古野和夫、福井正秋、（故）小柳雅巳、吉川和長、伊藤清志、垣内久一、藤本康博、金光
絵未、大門史典、ＷＡＣＨＥＥ、山本昇、後藤義昌、萩原峻、古田里歩、川上邦浩

＜Ｐｉａｎｏ＞ 　笹倉博、蔵立幸一、市川昌文、野田みどり、都築こずえ、岩野麻衣、辻本貴子、小谷扶美子、Ｓｍｉｌｅ、稲沢京
子、谷口まり子、福井紀彦、伊東奈美
＜Ｂａｓｓ＞ 　今井清仁、吉川博志、角谷賢一、山口康弘、吉田達男、伊藤彰、Ｈｅｋｏ、横部信太郎、鹿野新吾、小原友貴、北
村和也、井川英志、加藤喬彦、松井仁司、天岡宏、今田博史、三﨑翔平、神保一夫

＜Ａｌｔｏ　Ｓａｘｏｐｈｏｎｅ＞ 　小山信治、藤井朗夫、藤澤範泰、山口和男、増尾享子、馬本正紀、水谷浩子、石伏さとみ、奥山
裕香

＜Ｇｕｉｔａｒ＞ 　森洋、大野信幸、今村正、山口健司、大江栄年、中藤健太、粟津三智夫、渡辺和樹、松葉類、平井伸明、北野
皓一、福島潔之










