TSDS rendezvous

お祭り広場 (１階ロビー)

11:00-11:10(10m)

11:00 - 11:40

First floor

1st Basement Floor Tenji Shitu 展⽰室 Swing Dnace Room 2nd basement floor 地下２階リハーサル室

オープニング・ステージ
夢ブラスバンド／バンジョーストンパーズ
Opening shows

11:40 - 11:50
11:50-12:00(10m)

オープニング・セレモニー
Opening ceremony

12:00 - 12:20

12:30 - 12:50

(ヴォーカル)池⽥なみ ＆ サバオ渡辺トリオ

12:00 - 12:40

ハイタイム・ローラーズ

12:00 - 12:40

阿部寛 ＆78's Era オーケストラ

池⽥なみ(Vo) サバオ渡辺(Ds) ⻄川直⼈(Org) ⽥⼝悌治(G)

曽我清隆(Tp) タイロン安在(Cl,Ts) 芳村武郎(Tb)

阿部寛(G,Bj) ⼆井⽥ひとみ(Tp) 河原真彩(Tp) 広津誠(Reeds)

ゲスト︓海付豊(Ts,Cl)

五味伯⽂(Bj,G) 上⼭実(P) 根岸潤⼀郎(B) ケニー須崎(Ds)

⽩⽯幸司(Reeds) 渡邊恭⼀(Reeds) 辻冬樹(Tb)

Nami Ikeda's band. Nami is a powerful swingin' diva.

High-Time Rollers lead by Kiyotaka Soga. NOLA jazz with three horns.

⼤橋⾼志(P) 新井健太郎(B) ⻄⽥史朗(Vln) 阿部亜依(Perc)

ONE TIME BRASS BAND

78's Era Orchestra lead by Hiroshi Abe, a wonderful guitar player.

三輪朋彦(Bd) 菅野淳史(Tp) ⼭⽥翔⼀(Tb) ⼤郷貴弘(Ts)
12:40-12:45(5m)

⼭中ヒデ之(Bar-S) TAIKI(Tub) ⽊村純⼠(Sd)
NOLA jazz brass band lead by Tomohiko Miwa.

12:45 - 13:25

新⾕健介 オノマトペ

12:45 - 13:25

新⾕健介(Cl) 後藤沙紀(P) 丸⼭朝光(Bj,Vo)
13:00 - 13:20

サックス・サミット

吹⾕禎⼀郎(B) ⽥中涼(Ds)

五⼗嵐明要(As) ⼩林淑郎(Ts) 三上和彦(Ts) ⽥辺信男(Ts) 広津誠(Ts)

Onomatope lead by Kensuke Shintani, a clarinet player. NOLA jazz.

(ヴォーカル) 松永ヨシオ & 橋本啓⼀トリオ
松永ヨシオ(Vo) 橋本啓⼀(P) 岡村紘志(B) 志賀裕(Ds)

後藤裕⼆(Ts) ⾼橋三雄(As) 右近茂(Ts) 上野まこと(Ts) 渡邊恭⼀(Ts)
⼤森史⼦(P) 根市タカオ(B) 前⽥富博(Ds)
13:25-13:30(5m)

Saxophones' Summit with 9 saxophones. Never miss this!
13:30 - 13:50

クラリネット・サミット

13:30 - 14:10

下⽥卓 カンザス・シティ・バンド

13:30 - 14:10

河合勝幸 ⽕の⽟楽団

花岡詠⼆(Cl) 清⽔万紀夫(Cl) 鈴⽊孝⼆(Cl) 後藤雅広(Cl) ⽩⽯幸司(Cl)

下⽥卓(Tp,Vo) 井上⼤地(G) 上⼭実(P)

河合勝幸(Tub) 河原真彩(Tp) 濵⽂⼈(Tb) 俵千瑛⼦(Cl)

⾕⼝英治(Cl) 松平恒和(Cl) ⼭本太郎(Cl) 益⽥英⽣(Cl)

渡部拓実(B) ⼤澤公則(Ds)

後藤沙紀(P) ⼤國涼太(Bj) たきざわあつき(Ds)

⼩林洋(P) 古⾥純⼀(B) 細野賢(Ds)

Japanese comical kayo jazz lead by Taku Shimoda. One horn.

Clarinets' summit
14:00 - 14:20

⻘⽊研 ソロ・オン・ステージ
⻘⽊研(Bj)

14:15 - 14:55

苅込博之 ザ・ジョイフルブラス

14:15 - 14:55

苅込博之(Tb) ⼆井⽥ひとみ(Tp) 河原真彩(Tp)
14:20-14:30(10m)
14:40 - 15:00

Ken Aoki shows his super banjo solo play.

⾼井天⾳(Tb) 家中勉(Tub) 荒張正之(Ds)

Mooney＆His Lucky Rhythm

A brass band

下間哲 哲樂団
下間哲(Tp) 深澤芳美(P) 阿部寛(G) ⽊村パンダ(B) 志賀裕(Ds)

Mooney(Vo,G) 曽我清隆(Tp) 安藤健⼆郎(Cl,Ts) 板⾕⼤(P)
⾼⽊克(St-G) 菅野"Speedy"良平(B) 椎野恭⼀(Ds) Mayou(Tap)
Monney plays Fats Waller's songbook a lot.

15:20 - 15:40

15:00 - 15:40

トランペット・サミット

夢ブラスバンド

15:00 - 15:40

(ヴォーカル) 新⼦和江 ＆ ⼩林洋トリオ

近藤雅俊(Tb) 佐藤信吾(Tp) 近藤彩(Cl) ⽵本侑樹(Tb)

新⼦和江(Vo) ⼩林洋(P) 城英輔(B) 三縄ジュン(Ds)

⼭⼝賢介(Tb) TAIKI(Tub) 守屋雄策(Bd) 東城弘志(Sd)

ゲスト︓後藤裕⼆(Ts)

A brass band

中川喜弘(Tp) 杉村彰(Tp) 外⼭喜雄(Tp) 下間哲(Tp) 筒井政明(Tp)
鈴⽊正晃(Tp) 下⽥卓(Tp) ⼩森信明(Tp) 菅野淳史(Tp)
袴塚淳(P) ⼭村隆⼀(B) バイソン⽚⼭(Ds)
15:40-15:45(5m)

Trumpets' summit. Powerful sounds.
15:50 - 16:20

16:25-16:30(5m)
16:30 - 16:45

バンジョー・ストンパーズ

15:45 - 16:25

15:45 - 16:25

永⽣元伸とスピリッツ オブ デキシー

Mooney(Vo,G) 曽我清隆(Tp) 安藤健⼆郎(Cl,Ts) 板⾕⼤(P)

永⽣元伸(Bj,Vo) ⼩森信明(Tp) 益⽥英⽣(Cl)

⾼島秀⽂(Bj) 初瀬肇(Bj) 中⾥明弘(Bj) 酒井恵(Bj)

⾼⽊克(St-G) 菅野"Speedy"良平(B) 椎野恭⼀(Ds) Mayou(Tap)

⾼浜和英(P) ⽊村パンダ(B) 荒張正之(Ds)

関⾕仁美(Tub) 前⽥健次(Ds)

Monney plays Fats Waller's songbook a lot.

讃美歌 河野義彦トリオ

16:30 - 17:10

河野義彦(Cl) 千坂敦⼦(P) 関野恒夫(B)

16:50 - 17:20

Mooney＆His Lucky Rhythm

⻑⾕部廣⾏(Bj) 後藤洸作(Bj) 町野英明(Bj) 河野⽂彦(Bj)

洗⾜学園⾳⼤ ジャズ・ブラス・ガンボ

古川奈都⼦ ソウルフード・カフェ

16:30 - 17:10

益⽥英⽣セクステット

古川奈都⼦(P,Vo) 菅野淳史(Tp) 海付豊(Ts) ⽯原由理(Tb)

益⽥英⽣(Cl) ⼩森信明(Tp) ⼭本琢(P)

⼩林真⼈(B) 平林義晴(Ds)

河野⽂彦(G) 渡部拓実(B) ⽵内武(Ds)

Natsuko Furukawa's Soul Food Café. NOLA jazz, swing and blues.

ゲスト︓熊⽥千穂(Vo)

The best band of the day for swing dancing. 3 horns.

⾕⼝英治(Lead)
17:20 - 18:00
17:30 - 18:00

(ヴォーカル) ブル松原 ＆ ⼟⽥晴信トリオ

トロンボーン・サミット 〜 故・中島三郎⽒に捧ぐ 〜

ブル松原(Vo) ⼟⽥晴信(Org) 吉原聡(G) ⽊村純⼠(Ds)

松本耕司(Tb) 苅込博之(Tb) 粉川忠範(Tb)

ゲスト︓⽥辺信男(Ts)

濵⽂⼈(Tb) 薗⽥勉慶(Tb) ⼭⽥翔⼀(Tb)

Blues organ band

17:20 - 18:00

⽩⽯幸司 スウィンギン・バディーズ
⽩⽯幸司(Cl) ⼤橋⾼志(P) 佐久間和(G) 菊池⼀成(Tub)

アレェクスェイ=ルミィヤンツェフ(P) 井桁賢⼀(Tub) ⼭本勇(Ds)
18:00-18:10(10m)

Trombones' summit. Gourgeous sounds.
18:10 - 18:50

18:10 - 18:50

松本耕司 スウィング・システム

18:10 - 18:50

三上和彦・ ⾕⼝英治

(ゴスペル) BROTHER TAISUKE ゴスペルクワイヤー

松本耕司(Tb) 鈴⽊正晃(Tp) 広津誠(Ts) 松平恒和(Cl)

三上和彦(Ts) ⾕⼝英治(Cl) ⼭本琢(P) 河野⽂彦(G)

Gospel choir

アレェクスェイ=ルミィヤンツェフ(P)

ジャンボ⼩野(B) 細野賢(Ds)

⽊村パンダ(B) ⼭本勇(Ds)
ゲスト︓野村佳乃⼦(Vo)
Swing System lead by Koji Matsumoto. 4 horns straight swing band.
19:00 - 19:40

(ゴスペル) ゴスペルスクエアー

19:00 - 19:40

Gospel choir

⼩林創 オルガン・ジャム
⼩林創(Org) 海付豊(Ts) ⽯原由理(Tb)

19:00 - 19:40

広津誠 アンソン7
広津誠(Bar-s) 後藤裕⼆(Ts) 松本耕司(Tb) 阿部寛(G)

井上⼤地(G) 平林義晴(Ds)
Organ swing band lead by Hajime Kobayashi. Very swingin'.
Hilighs of the day for swing dancing. You should not miss them.

REVISION 1.0

The other occasions for dancing

Purple texts

English descriptions of the band written by Hiro of TSDS.

Hilight of listening of the day for swing dancers

Red texts

TSDS rendezvous time for getting dancers' pass

Fun to listen for swing dancers too

⾚い表⽰

TSDS ダンサー受付時刻

アレェクスェイ・ルミィヤンツェフ(P) ⽊村パンダ(B) ⽵内武(Ds)

