
11/9(⼟) 21. 新宿マルイメン 屋上 25. お祭り広場 26. 東急ステイ新宿前特設会場
November 9th (11:00 - 11:30)
Saturday パレード/バンジョーストンパーズ/夢ブラスバンド

12:00 - 12:40 トランペット・サミット (12:00 - 12:20) 池⽥なみ ＆ ⻄川直⼈ カルテット (12:00 - 12:30) 右近茂・⼟⽥晴信・浅葉裕⽂・平林義晴
中川喜弘(Tp) 外⼭喜雄(Tp) 下間哲(Tp) 筒井政明(Tp) 鈴⽊正晃(Tp) 池⽥なみ(Vo) ⻄川直⼈(Org) 海付豊(Ts) 吉原聡(G) サバオ渡辺(Ds) 右近茂(Ts) ⼟⽥晴信(Org) 浅葉裕⽂(G) 平林義晴(Ds)
下⽥卓(Tp) 牧原正洋(Tp) ⻩啓傑(Tp) 菅野淳史(Tp) 
外⼭恵⼦(P) ジャック天野(Bj) ジャンボ⼩野(B) ⼋城邦義(Ds) (12:30 - 12:50) 松本耕司・濵⽂⼈・薗⽥勉慶

松本耕司(Tb) 濵⽂⼈(Tb) 薗⽥勉慶(Tb) (12:40 - 13:10)  Mooney ストリート・セッション
Trumpet Summit 古川奈都⼦(P) 古⾥純⼀(B) 前⽥富博(Ds) Mooney(Vo,G) KOTEZ(Hmca) YANCY(P) 磯崎ジョー(B) 平林義晴(Ds)

13:00 - 13:40 デキシーキャッスル (13:00 - 13:20) 菅野淳史・三上和彦・深澤芳美・⼭村隆⼀・細野賢
⻘⽊研(Bj) ⼩林淑郎(Cl,Ts) 鈴⽊正晃(Tp) 菅野淳史(Tp) 三上和彦(Ts) 深澤芳美(P) 
濵⽂⼈(Tb) 井桁賢⼀(Tub) ⼭本勇(Ds) ⼭村隆⼀(B) 細野賢(Ds) (13:20 - 13:50) トニー・プレゼンツ Cherry Blossom Blastaz

(13:30 - 13:50) 右近茂・宮崎佳彦・⼤森史⼦・⼭⼝雄三・⽇⾼弘 松原あおい(Cor) 俵千瑛⼦(Cl) 佐藤絵理⼦(Tb) 泉川みわこ(P)
右近茂(Ts,Cl) 宮崎佳彦(Cl,Ts) 新井健太郎(B) 菅原良(Ds)

Dixie Castle ⼤森史⼦(P) ⼭⼝雄三(B) ⽇⾼弘(Ds)
14:00 - 14:40 河合勝幸 ⽕の⽟楽団 (14:00 - 14:20) 花岡詠⼆ スヰング四重奏団 (14:00 - 14:30) ONE TIME BRASS BAND

河合勝幸(Tub) 河原真彩(Tp) ⽵内⼤輔(Cl) 濵⽂⼈(Tb)  花岡詠⼆(Cl) ⻘⽊研(Bj) ⼩林真⼈(B) 楠堂浩⼰(Ds) 三輪朋彦(Bd) チャンケン(Tp) 菅野淳史(Tp) ⼭⽥翔⼀(Tb) 
後藤沙紀(P) ⼤國涼太(Bj) ⼤久保通博(Ds) ⼤郷貴弘(Ts) ⼭中ヒデ之(Bar-S) TAIKI(Tub) 松⽥義彬(Ds)

 (14:30 - 14:50) ⻘⽊研 ソロ・オン・ステージ
⻘⽊研(Bj) (14:40 - 15:10) リリカル6

(Dixieland Jazz) ⼭本昂(Tp) 出本真由(Cl) ⼟屋梓(P) 
15:00 - 15:40 古川奈都⼦ ソウルフード・カフェ (15:00 - 15:20)  ⼟⽥晴信 オルガン・ジャム 下平真(Bj) 安藤⼩百合(B) 阿彦侑真(Ds)

古川奈都⼦(P,Vo) 菅野淳史(Tp) 海付豊(Ts) ⽯原由理(Tb) ⼟⽥晴信(Org) 牧原正洋(Tp) 上野まこと(Ts) 苅込博之(Tb) 
⼩林真⼈(B) 平林義晴(Ds) 吉原聡(G) ⼋城邦義(Ds) (15:20 - 15:50) 池⽥なみ・⻄川直⼈・志賀裕

(15:30 - 15:50) Heat Gun Brass Band 池⽥なみ(Vo) ⻄川直⼈(Org) 志賀裕(Ds)
宮岸拓路(Tub) ⽩⽯修⼀(Tp) 萩原奈宝(Tp) 千⽊良宗倫(Sax) 

Natsuko Furukawa Soul Food Café ⽮野真隆(Tb) 鈴⽊鷹次(Tb) 藤原勇吾(Key) 沼⽥遼太郎(Sd) 林⽥翔⾺(Bd)
15:50 - 16:30 ⼩林創 オルガン・ジャム (16:00 - 16:30) ハチャトゥリアン楽団 (16:00 - 16:30) ブルームーン・カルテット

⼩林創(Org) 中村好江(Tp) 渡邊恭⼀(Ts) 丸⼭朝光(Bj,Vo) 河原真彩(Tp) 新⾕健介(Cl) ⻩啓傑(Cor) 富永寛之(Uke,G) ⼯藤精(B) ⽊村純⼠(Ds)
⽯原由理(Tb) 井上⼤地(G) ⼋城邦義(Ds) 東⽅洸介(Tub) 三輪朋彦(Ds)

Hajime Kobayash's Hammond Organ Jam Session
21. 新宿マルイメン 屋上 25. お祭り広場 26. 東急ステイ新宿前特設会場

11/10(⽇) 21. 新宿マルイメン 屋上 25. お祭り広場 26. 東急ステイ新宿前特設会場
November 10th (11:00 - 11:30)
Sunday パレード/夢ブラスバンド

12:00 - 12:40 クラリネット・サミット (12:00 - 12:20)  右近茂・上野まこと・渡邊恭⼀ (12:00 - 12:30) 夢野愛⼦ ＆ ラブカンパニー
有⾺靖彦(Cl) 清⽔万紀夫(Cl) 鈴⽊孝⼆(Cl) 後藤雅広(Cl) 右近茂(Ts) 上野まこと(Ts) 渡邊恭⼀(Ts) 吉原聡(G) 夢野愛⼦(Vo) 林幸久(Tp) 鈴⽊正央(Tb) 庄⼭美佐(P) 古⾕彰彦(B) 
松平恒和(Cl) ⼭本太郎(Cl) ⼩林創(P) ジャンボ⼩野(B) バイソン⽚⼭(Ds) 前⽥富博(Ds) 渋⾕賢⼀(Perc) 蓮あづさ 朝井美季 ⾦井朋⼦ りんこ
⼩林洋(P) 古⾥純⼀(B) ⽇⾼弘(Ds) (12:30 - 12:50) サファリパーク DUO

野村琴⾳(Tp) 野村郷詩(P,Vo) (12:40 - 13:10) ⽥辺信男・上野まこと
Clarinet Summit ⽥辺信男(Ts) 上野まこと(Ts) ⼟⽥晴信(Org)

13:00 - 13:40 DIXIE ICHIZA (13:00 - 13:20) 外⼭喜雄 デキシーセインツ 浅葉裕⽂(G) ⼋城邦義(Ds)
有⾺靖彦(Cl) 菅野淳史(Tp) 濵⽂⼈(Tb) 外⼭喜雄(Tp) 広津誠(Cl,Ts) 粉川忠範(Tb)
ジャック天野(Bj) 家中勉(Tub) 平林義晴(Ds) 外⼭恵⼦(P) 藤崎⽺⼀(B) まゆみ(Ds) (13:20 - 13:50)  夢ブラスバンド

(13:30 - 13:50)  KOTEZ & YANCY 近藤雅俊(Tb) 佐藤信吾(Tp) 近藤彩(Cl) ⽵本侑樹(Tb) 
KOTEZ(Hmca,Vo) YANCY(P,Vo) ⼭⼝賢介(Tb) TAIKI(Tub) 守屋雄策(Bd) 東城弘志(Sd)

(Dixieland Jazz)
14:00 - 14:40 (ヴォーカル) 出⼝優⽇ & 上野まこと クインテット (14:00 - 14:20) Mooney ストリート・セッション (14:00 - 14:30) 千坂敦⼦ & ニューオリンズフレンズ

出⼝優⽇(Vo) 上野まこと(Ts) 新⾕健介(Cl) 浅葉裕⽂(G) Mooney(Vo,G) 曽我清隆(Tp) ⼭⽥翔⼀(Tb) 千坂敦⼦(P) 渡辺研介(Tp) 河野義彦(Cl) ⼭⽥洋⼀(Tb)
渡部拓実(B) たきざわあつき(Ds) YANCY(P) 磯崎ジョー(B) 平林義晴(Ds) ⻑⾕川光(Bj) 関野恒夫(B) 北川智⼦(Ds)

(14:30 - 14:50) 池⽥なみ ＆ ⻘⽊岳 トリオ
池⽥なみ(Vo) ⻘⽊岳(P) ⼭⼝雄三(B) 三縄ジュン(Ds) (14:40 - 15:10) Heat Gun Brass Band

Yuka Deguchi Jive At Five 宮岸拓路(Tub) ⽩⽯修⼀(Tp) 萩原奈宝(Tp) 千⽊良宗倫(Sax) 
15:00 - 15:40 サックス・サミット (15:00 - 15:20) ダイナマイト・ミキ ＆ ブル松原 ⽮野真隆(Tb) 鈴⽊鷹次(Tb) 藤原勇吾(Key) 沼⽥遼太郎(Sd) 林⽥翔⾺(Bd)

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) ダイナマイト・ミキ(Vo) ブル松原(Vo)
⾼橋三雄(As) 右近茂(Ts) 上野まこと(Ts) 渡邊恭⼀(Ts) ⼟⽥晴信(Org) ⽊村純⼠(Ds) (15:20 - 15:50) 池本徳和(⼤阪) ニューオリンズ・セッション
⼤橋⾼志(P) 藤崎⽺⼀(B) 前⽥富博(Ds) (15:30 - 15:50) 中村好江 ストリート・セッション 池本徳和(Tb) ⾵間晶世(Cl) 横⽥昭夫(Tb)

中村好江(Tp) タイロン安在(Cl) 芳村武郎(Tb) ⾦⼦剛⼤(P) 下平真(Bj) 安藤⼩百合(B) 宮尾益尚(Ds)
Saxophone Summit 丸⼭朝光(Bj) ⼩林真⼈(B) ⽊村純⼠(Ds)

15:50 - 16:30 ⼩林創 オルガン・ジャム (16:00 - 16:30) ⼭本勇 ストリート・セッション (16:00 - 16:30) ⼟⽥晴信 オルガン・ジャム
⼩林創(Org) 曽我清隆(Tp) 海付豊(Ts) ⼭本勇(Ds) 菅野淳史(Tp) 後藤雅広(Cl) ⾼橋三雄(As) ⼟⽥晴信(Org) 鈴⽊正晃(Tp) 渡邊恭⼀(Ts)
⼭⽥翔⼀(Tb) 五味伯⽂(G) 平林義晴(Ds) ⼤⻄美代⼦(Bj) 家中勉(Tub) 河野⽂彦(G) サバオ渡辺(Ds)

Hajime Kobayash's Hammond Organ Jam Session
21. 新宿マルイメン 屋上 25. お祭り広場 26. 東急ステイ新宿前特設会場


