
■これまでの海外研修員

年度 氏名 所属楽団 楽器 研修先 指導者

ヘンリック・ホッホシルト

（ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団・コンサートマスター）

ライナー・ミュラー＝ヴァン・レクム

（ザールブリュッケン放送交響楽団・首席）

ジョナサン・ケリー

（ベルリンフィルハーモニー管弦楽団・首席）

シュテファン・ティシュラー

（バイエルン放送交響楽団・首席）

ハンノ・ジモンズ

（バイエルン放送交響楽団）

イヴ・サヴァリ

（バイエルン国立歌劇場管弦楽団）

エマニュエル・アビュール

（マンハイム音楽大学）

レオ・デ・ネーヴェ

（アントワープ王立音楽院・教授）

マテ・スーチュ

（ベルリンフィルハーモニー管弦楽団・首席）

クリスティアン・ランペルト

（バーゼル音楽院・教授）

トーマス・ミューラー

（バーゼル・スコラ・カントルム・教授）

ウェン=シン・ヤン

（ミュンヘン音楽大学副学長）

クリス・リチャーズ

（ロンドン交響楽団首席）

デイヴィッド・プント

（ベルリン芸術大学教授）

ウェン=シン・ヤン

（ミュンヘン音楽大学副学長）

ジークフリート・フューリンガー

（元ウィーン音楽大学教授）

ヘンリック・ヴィーゼ

（バイエルン放送交響楽団首席奏者）

ニック・エネット

（メトロポリタン歌劇場管弦楽団コンサートマスター）、

建部洋子

ヴォルフガング・マルシュナー

（フライブルク音楽大学教授）

ヘンリック・ラビーン

（ケルン西ドイツ放送交響楽団首席、フランクフルト音楽大学教授）

デヴィッド・パイアット

（ロンドン交響楽団首席）

イェンス・ペーター・マインツ

（ベルリン芸術大学教授）

フランソワ・ルルー

（バイエルン放送交響楽団首席）

深井碩章

（ハンブルク北ドイツ放送交響楽団ソロ首席）

チャールズ・シュリューター

（ボストン交響楽団首席）

ジークフリート・フューリンガー

（ウィーン音楽大学教授）

アレキサンダー・アレンコフ

（ウィーン市立音楽院教授）

ウヴェ・フッセル

（ミュンヘン音楽大学講師）

レックス・マーティン

（ノースウエスタン大学教授）

イェルク・リノヴィツキ

（リューベック音楽大学教授・副学長）

マティアス・ランフト

（バンベルク交響楽団ソロ首席）

四方恭子

（ケルン放送交響楽団第1コンサートマスター）

トーマス・ウォルシュ

（ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団首席）

クリスティアン・オスターターク

（南西ドイツ放送交響楽団第1コンサートマスター）

イルジー・フデック

（チェコ・フィルハーモニー管弦楽団首席）

サヴェン・メリキャン

（元サンフランシスコ音楽院主任教授）

シュテファン・ヴァーグナー

（北ドイツ放送交響楽団第1コンサートマスター）

ヴィルヘルム・メルヒャー

（シュトゥットガルト音楽大学教授）

マティアス・ホフス

（ハンブルク歌劇場首席）

ゲルト・ザイフェルト

（ベルリン芸術大学教授）

バンベルク／ドイツ

ケルン／ドイツ

ミュンヘン／ドイツ

プラハ／チェコ

ベルリン／ドイツ

ハンブルク／ドイツ

ボストン／アメリカ

ウィーン／オーストリア

ウィーン／オーストリア

ミュンヘン／ドイツ

シカゴ／アメリカ

リューベック／ドイツ

ミュンヘン／ドイツ

ウィーン／オーストリア

ミュンヘン／ドイツ

フライブルク／ドイツ

フランクフルト／ドイツ

ロンドン／イギリス

ベルリン／ドイツ

ミュンヘン／ドイツ

ニューヨーク／アメリカ

2000 合田知子 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 ヴァイオリン サンフランシスコ／アメリカ

チューバ

砂畑佳江 新日本フィルハーモニー交響楽団 ヴァイオリン フライブルク／ドイツ

辻本憲一 東京フィルハーモニー交響楽団 トランペット

久永重明 読売日本交響楽団 ホルン ベルリン／ドイツ

谷野響子 NHK交響楽団 ヴァイオリン ハンブルク／ドイツ

立岡百合恵 東京交響楽団 ヴァイオリン

読売日本交響楽団 チェロ

2001 福原まどか 仙台フィルハーモニー管弦楽団 ヴァイオリン

鈴木浩二 九州交響楽団

2002 大塚哲也 仙台フィルハーモニー管弦楽団 チューバ

坂田晃一 名古屋フィルハーモニー交響楽団 コントラバス

林 一公

高山智仁 日本フィルハーモニー交響楽団 コントラバス

NHK交響楽団 ヴァイオリン

石川 浩 東京フィルハーモニー交響楽団 トロンボーン

井上直樹 山形交響楽団 トランペット

2003 黒川律子 九州交響楽団 ヴィオラ

白井 篤

徳山奈美 九州交響楽団 オーボエ

2004 渡邉信一郎 東京都交響楽団 ヴィオラ ハンブルク／ドイツ

2006 福川伸陽 日本フィルハーモニー交響楽団 ホルン

2005 西山健一 NHK交響楽団 チェロ

2008 大宮臨太郎 NHK交響楽団 ヴァイオリン

2007 佐久間大作 新日本フィルハーモニー交響楽団 ファゴット

東京都交響楽団 フルート

2009 遠藤香奈子 東京都交響楽団 ヴァイオリン

2010 宮坂拡志 NHK交響楽団 チェロ

鈴木まり奈 東京交響楽団 ヴィオラ

小池郁江

ロンドン／イギリス

2011 エリック・パケラ 関西フィルハーモニー管弦楽団 打楽器

2012 武田芽衣 札幌交響楽団 チェロ ミュンヘン／ドイツ

近藤千花子 東京交響楽団 クラリネット

ベルリン／ドイツ

2015 渡邉千春 読売日本交響楽団 ヴィオラ アントワープ／ベルギー

藤田麻理絵 新日本フィルハーモニー交響楽団 ホルン バーゼル／スイス

チェロ ミュンヘン／ドイツ

杉原由希子 日本フィルハーモニー交響楽団 オーボエ マンハイム／ドイツ

ミュンヘン／ドイツ

2016 市 寛也 NHK交響楽団 チェロ ミュンヘン／ドイツ

森山涼介 東京都交響楽団

2017 荒川文吉 東京フィルハーモニー交響楽団 オーボエ ベルリン／ドイツ

林 裕人 名古屋フィルハーモニー交響楽団 テューバ

2018 蔵川瑠美 広島交響楽団 ヴァイオリン ライプツィヒ／ドイツ

山口真由 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 クラリネット マンハイム／ドイツ



ナタリア・ボイヤースキー

（ユーディ・メニューインスクール教授）

レックス・マーティン

（ノースウエスタン音楽大学教授）

デヴィット・グリッデン

（カールスルーエ音楽大学教授）

クリス・ゲッカー

（セントルークスオーケストラ首席）

チャールズ・シュリューター

（ボストン交響楽団首席）

ライナー・クスマウル

（ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団首席コンサートマスター）

ギド・ゼガース

（ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団首席）

ライナー・ホーネック

（ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団コンサートマスター）

ジャン・ルイ・カベッツァリ

（パリ高等音楽院教授）

ヴィルフリート・シュトレーレ

（ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団ソロヴィオリスト）

フランツ・バルトロメイ

（ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団首席）

ライナー・ゼーガース

（ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団ソロティンパニスト）

※海外研修者の所属楽団及び指導者の所属等は当時のものです。

パリ／フランス

ベルリン／ドイツ

ウィーン／オーストリア

ベルリン／ドイツ

ロンドン／イギリス

シカゴ／アメリカ

ニューヨー／アメリカ

ボストン／アメリカ

ベルリン／ドイツ

ミュンヘン／ドイツ

新星日本交響楽団 チェロ

安藤芳広 東京都交響楽団 打楽器

1997 鈴木純子 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 オーボエ

伊藤あづさ 京都市交響楽団 ヴィオラ

高麗正史

東京都交響楽団 トランペット

青木高志 東京フィルハーモニー交響楽団 ヴァイオリン ウィーン／オーストリア

1998 亀島克敏 広島交響楽団 トランペット

戸澤哲夫 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 ヴァイオリン

中山隆崇

新星日本交響楽団 チューバ フランクフルト／ドイツ

服部孝也 新日本フィルハーモニー交響楽団 トランペット

1999 矢口十詩子 名古屋フィルハーモニー交響楽団 ヴァイオリン

吉野竜城 関西フィルハーモニー管弦楽団 チューバ

荻野 晋


