
南郷サマージャズフェスティバル歴代出演者 

第１回オータム・ジャズフェスティバル in南郷’９０ 

日 時 平成２年１０月１２日（金） 

午後６時～午後９時３０分 

場 所 村立村民総合体育館 

聴衆者 １，１００人 

出演者 １「早稲田大学」 

  (ﾊｲ･ｿｻｴﾃｨ･ｵｰｹｽﾄﾗ)２５名 

    ２「慶応義塾大学」 

(ﾗｲﾄ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ｿｻｴﾃｨ)２５名 

スペシャルゲスト 

    高橋達也（ts） 

    西 直樹（p） 

荒川康男（b） 

猪俣 猛（ds） 

    水町理沙（vo） 

第２回 南郷サマージャズフェスティバル’９１ 

日 時 平成３年７月２７日（土） 

午後４時～午後９時 

場 所 カッコーの森エコーランド野外ステージ 

聴衆者 ２，５００人 

出演者 

１ ジャッキー・マクリーン・クインテット 

  ｼﾞｬｯｷｰ･ﾏｸﾘｰﾝ（as） 

  ﾙﾈ･ﾏｸﾘｰﾝ（ts）      ﾎﾃｯﾌﾟ･ｱｲﾄﾞﾘｽ･ｶﾞﾚﾀ（p） 

  ﾅｯﾄ･ﾘｰﾌﾞｽ（b）      ｶｰﾙ･ｱﾚﾝ（ds） 

２ レス・マッキャン・カルテット 

  ﾚｽ･ﾏｯｷｬﾝ（p,el-p,vo） 

  ｼﾞｪﾌ･ｴﾘｵｯﾄ（tp,syn） 

  ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾃｲﾗｰ（el-b） ﾄﾆｰ･ｾﾝﾄ･ｼﾞｪｰﾑｽ（ds） 

 ３ 杉村彰とスイング・キャッツ 

 ４ スーパージャズトリオ 

   日野元彦（ds） 

   本田竹曠（p）     鈴木良雄（b） 

第３回 南郷サマージャズフェスティバル’９２ 

日 時 平成４年７月２５日（土） 

午後５時～午後９時 

場 所 カッコーの森エコーランド野外ステージ 

聴衆者 ３，１００人 

出演者 

 １ 日野皓正カルテット 

   日野皓正（tp,cort） 

   竹下清志（p） 

   坂井紅介（b） 

日野元彦（ds） 

 ２ アメリカン・レディース・ビッグバンド 

   サックス  （５名） 

   トランペット（４名） 

   トロンボーン（３名） 

   リズム   （４名） 

   ボーカル１６名編成 

 

 

 

 

第４回 南郷サマージャズフェスティバル’９３ 

日 時 平成５年７月２４日（土） 

午後６時～午後９時 

場 所 カッコーの森エコーランド野外ステージ 

聴衆者 ３，４００人 

出演者 

 １ ﾎﾟﾝﾁｮ･ｻﾝﾁｪｽ･ﾗﾃﾝ･ｼﾞｬｽﾞﾊﾞﾝﾄﾞ 

   ﾎﾟﾝﾁｮ･ｻﾝﾁｪｽ（cga,per,vo） 

 ｻﾙ･ｸﾗｯﾁｵｰﾛ（tp）   ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ･ﾏｰﾃｨﾝ（tb） 

ｽｺｯﾄ･ﾏｰﾃｨﾝ（ts）   ﾃﾞｳﾞｨｯﾄﾞ･ﾄｰﾚｽ（p） 

ﾄﾆｰ･ﾊﾞﾝﾀﾞ（b,vo）   ﾎｾ･ﾛﾄﾞﾘｹﾞｽ（bgo） 

   ﾗﾓﾝ･ﾊﾞﾝﾀﾞ（ds） 

 ２ ロイ・ハーグローブ・クインテット 

   ﾛｲ･ﾊｰｸﾞﾛｰﾌﾞ（tp） 

   ﾛﾝ･ﾊﾞｰﾄﾝ（ts）    ﾏｰｸ･ｶﾘｰ（p） 

   ﾛﾄﾞﾆｰ･ｳｨﾃｶｰ（b）    ｸﾞﾚｺﾞﾘｰ･ﾊｯﾁﾝｿﾝ（ds） 

 ３ 松本英彦クインテット 

   松本英彦（ts） 本間英紀（p） 納 浩一（b）   

菅沼孝三（ds） 横山達治（per） 

 ４ 大西順子トリオ 

   大西順子（p）   俵山昌之（b）  原 大力（ds） 



第５回 南郷サマージャズフェスティバル’９４ 

 

日 時 平成６年７月２３日（土） 

午後３時～午後９時 

場 所 カッコーの森エコーランド野外ステージ 

聴衆者 ５，５００人 

出演者 

 １ 長谷川健＆ジャズオーケストラ（１７名編成） 

 ２ カール・アレン・トリオwith シャーリーン・ドーン 

   カール・アレン（ds） 

     サイラス・チェスナット（p） 

   スティーブ・カービー（b） 

   シャーリーン・ドーン（vo） 

 ３ セルジオ・サルバトーレ・カルテット 

   セルジオ・サルバトーレ（p） 

   ルチアーノ・サルバトーレ（key） 

   ジョイ・アンダーソン（b） 

    ジョン・ライリー（ds） 

 ４ タイロン橋本＆土岐英史ソウルグループ 

   タイロン橋本（vo） 

   土岐英史（as） 

   アレックス・フロンテイラ（key） 

 西山史生（g） 

   ロドニー・ドラマ（b） 

   マーティー・ブレイシー（ds） 

 ５ 日野皓正・ジョージ川口＆三大ドラム合戦 

   日野皓正（tp） 

ジョージ川口（ds） 

     日野元彦（ds） 

   カール・アレン（ds） 

     中村誠一（ts） 

   サイラス・チェスナット（p） 

    スティーブ・カービー（b） 

第６回 南郷サマージャズフェスティバル’９５ 

（’９５あおもり活性化大賞 受賞） 

日 時 平成７年７月２２日（土） 

午後３時～午後９時 

場 所 カッコーの森エコーランド野外ステージ 

聴衆者 ４，０００人 

出演者 

 １ 五十嵐一生クインテット 

   五十嵐一生（tp）   竹内 直 （ts） 

   納谷嘉彦 （p）    俵山昌之 （b） 

   大坂昌彦 （ds） 

 ２ ジーン・ハリス・カルテット 

   ジーン・ハリス（p） 

   ロン・エシュテ（g） 

   ルーサー・ヒューズ（b） 

   ポール・ハンフリー（ds） 

 ３ 北村英治クインテット＆ＣＨＩＫＡ 

   北村英治（cl）   CHIKA（vo） 

   田辺信男（ts）   小川俊彦（p） 

   池沢行生（b）    渡辺 毅（ds） 

 ４ ザ・シュープリームス＆ソウルグループ 

   リンダ・ロウレンス（vo） 

シェリー・ペイン（vo） 

   サンドレー・タッカー（vo） 

   エリオット・タグラス（p） 

   フレット・シュルーダンス（g） 

   デヴィット・イナミネ（b） 

   トレヴァー・ローレンス（ds） 

   ジェイムス・コーンウェル（syn） 

５ ジミー・ヒース＆ナット・アダレイ 

ニューヨークオールスターズ 

  ジミー・ヒース（ss,ts） 

  ナット・アダレイ（tp） 

  シダー・ウォルトン（p） 

  レイ・ドラモンド（b） 

  アルバート・ヒース（ds） 

 

 

 

 



第７回 南郷サマージャズフェスティバル’９６ 

（’９６毎日・地方自治大賞＜奨励賞＞ 受賞） 

（’９６東奥賞〔東奥日報社〕受賞） 

日 時 平成８年７月２０日（土） 

午後３時～午後９時 

場 所 カッコーの森エコーランド野外ステージ 

聴衆者 ４，５００人 

出演者 

 １ 木住野佳子トリオ 

   木住野佳子（p） 

   加藤真一 （b） 

   岩瀬立飛 （ds） 

 ２ 鈴木重子＆甲斐恵美子ボサノバグループ 

   鈴木重子 （vo） 

   甲斐恵美子（p） 

   山田晃路 （b） 

   塩本 彰 （g） 

   磯見 博 （ds） 

   海沼正利 （per） 

 ３ ジニー・ブライソン＆ 

テッド・ブランカートトリオ 

   ジニー・ブライソン  （vo） 

   テッド・ブランカート （p） 

   リック・クレイン   （b） 

   ペイトン・クロスリー （ds） 

 ４ ザ・ワールド・グレイティスト・ジャズバンド 

   ランディ・サンケ （tp） 

   ジョン・ケルソー （tp） 

   ジョージ・マッソー（tb） 

   イラ・ヌパス   （tb） 

   ケン・ペプロスキー（cl） 

   ジョン・バンチ  （p） 

ボブ・ハガート  （b） 

   ブッチ・マイルス （ds） 

   バヌー・ギブソン （vo） 

 ５ ジャッキー・マクリーン＆フレディ・ハバード 

               Ｎ．Ｙ．スペシャル 

   ジャッキー・マクリーン（as） 

   フレディ・ハバード  （tp） 

   マグリュー・ミラー  （p） 

   アイラ・コールマン  （b） 

マーク・ジョンソン  （ds） 

第８回 南郷サマージャズフェスティバル’９７ 

（’９７ろうきん１億円基金地域文化 

奨励賞＜特別賞＞ 受賞） 

日 時 平成９年７月２０日（土） 

午後３時～午後９時３０分 

場 所 カッコーの森エコーランド野外ステージ 

聴衆者 ５，８００人 

出演者 

 １ 椎名豊トリオ＆原朋直 

   椎名 豊（p）  原 朋直（tp） 中村健吾（b） 

   広瀬潤次（ds） 

 ２ 大橋美加＆松尾明トリオ 

   大橋美加（vo） 松尾 明（ds） 二村希一（p） 

   上羽康史（b） 

 ３ マル・ウォルドロン＆中山英二 

 南郷ジャズスペシャル・グループ 

   マル・ウォルドロン（p） 

   中山英二（b）    大倉正之助（能太鼓） 

   ジョン海山ネプチューン（尺八） 

   塩川光二（as）   長谷川博久（ds） 

 ４ 渡辺貞夫カルテット＋３ 

   渡辺貞夫（as） 小野塚 晃（p）納 浩一（b）   

石川雅春（ds）  

原 朋直（tp） 村田陽一（tb） 小池 修（ts） 

 ５ サウンズ・オブ・ブラックネス 

   ゲイリー・ハインズ        （director,key） 

ビリー・スティール        （key,vo） 

キャリー・ハリントン     （vo） 

   コリ・コットン        （vo） 

   パトリシア・レーシー     （vo） 

   ラトリス・ベレット      （vo） 

   ジェフリー・ジョーンズ    （vo） 

   クアン・ハウエル       （vo） 

   カール・パータイル       (vo) 

   テレンス・フライアソン    （vo） 

   ヨランダ・ランボー        （vo） 

   ラリー・スイムズ          （tp） 

   ホアン・ナヴァロ          （tb） 

   ソロモン・ヒューズ        （g） 

     ポール・ジョンソン        （b） 

ベリー・トレノン・グラハム（ds） 

ダリル・ボードロウ        （per） 

 



第９回 南郷サマージャズフェスティバル’９８ 

 

日 時 平成１０年７月１９日（土） 

午後３時～午後９時３０分 

場 所 カッコーの森エコーランド野外ステージ 

聴衆者 ４，３００人 

出演者 

 １ 山田穣カルテット 

   山田 穣（as） 

   今泉正明（p） 

      杉本智和（b） 

   広瀬潤次（ds） 

 ２ ニーナ・フリーラン＆ 

マイケル・アービントリオ 

   ニーナ・フリーラン  （vo） 

   マイケル・アービン  （p） 

   オサマ・アフィフィ  （b） 

   リッキー・セバスチャン（ds） 

 ３ 中山英二カルテット＆大倉正之助 

   中山英二（b） 

   塩川光二（as） 

   宮沢克郎（p） 

   長谷川博久（ds） 

   大倉正之助（能太鼓） 

 ４ ベル・エア・ブラス 

   デボラ・ワグナー（tp） 

   アン・キング（tp） 

   シー・シー・ウォーラル（ts,cl,fl） 

   マーサ・カリントン（tb） 

   アレキサンドラ・カセリ（p） 

   アイダ・ボーデン（b） 

   スーザン・モリセット（ds） 

   リン・ローズ（vo） 

 ５ ロン・カーターカルテット 

   ロン・カーター（b） 

   スティーヴン・スコット（p） 

   ルイス・ナッシュ（ds） 

   スティーヴ・クローン（per） 

第１０回 南郷サマージャズフェスティバル’９９ 

（’９９デーリー東北賞） 

日 時 平成１１年７月２４日（土） 

午後３時～午後９時３０分 

場 所 カッコーの森エコーランド野外ステージ 

聴衆者 ４，０００人 

出演者 

 １ 大西順子トリオ 

   大西順子（p） 米木康志（b） 原 大力（ds） 

 ２ ケニー・バレル・トリオ 

   ケニー・バレル（g）  ルーファス・リード（b） 

アキラ・タナ（ds） 

 ３ マーサ三宅と娘たち＆フォー・ダンディーズ 

              ＋松尾明カルテット 

   マーサ三宅（vo） 大橋美加（vo） chika（vo） 

フォー・ダンディーズ／伊藤英司（vo） 

大西義雄（vo）金丸正城（vo）守屋裕二（vo） 

松尾 明（ds）高橋康弘（ts）二村希一（p） 

上羽康史（b） 

 ４ アーチー・シェップカルテット 

   アーチー・シェップ（ts）       トム・マクラング（p） 

     ウェイン・ドーケリー（b） 

     スティーブ・マクラバン（ds） 

 ５ サウンズ・オブ・ブラックネス 

   ゲイリー・ハインズ        （director,key） 

   ビリー・スティール        （key,vo） 

アンドレ・デンプス    （key,vo） 

   ジェフリー・ジョーンズ    （vo） 

   テレンス・フライアソン    （vo） 

   キャリー・ハリントン   （vo） 

   ヨランダ・ランボー    （vo） 

   メロディ・ドイル     （vo） 

   アンドレ・トリビット   （vo） 

   ロバート・エドワーズ   （vo） 

   エイミー・ピーターセン    （vo） 

クワン・ハウエル       （vo） 

カール・バータイル      （vo） 

   ラリー・シムズ           （tp） 

ホアン・ナヴァロ          （tb） 

マイケル・スコット    （b） 

ポール・ジョンソン        （b） 

ジェフ・テイラー      （sound engineer） 

ベリー・グラハム      （ds） 

ダリル・ボードロウ       （per） 



第 11回 南郷サマージャズフェスティバル２０００ 

 

日 時 平成１２年７月２２日（土） 

午後３時～午後９時３０分 

場 所 カッコーの森エコーランド野外ステージ 

聴衆者 ４，０００人 

出演者 

 １ マイク・スターン・バンド 

   マイク・スターン   （g,comp） 

   ボブ・フランセスキー （ts） 

   リンカーン・ゴーインズ（b） 

デニス・チェンバース （ds） 

 

２ レイ・ブライアント ソロ 

 

 ３ 小松亮太＆八重奏団 

   小松亮太（bandneon） 

   近藤久美子（vln） 

   松本卓以（vc） 

大平記子（fl） 

熊田 洋（p） 

   鬼怒無月（g） 

東谷健司（b） 

   佐竹尚史（ds） 

    

 

 ４ エリック・アレキサンダー・カルテット 

   エリック・アレキサンダー（ts） 

   ハルロド・メイバーン（p） 

   ナット・リーブス（b） 

   ジョー・ファンスワース（ds） 

    

 ５ 熱帯ＪＡＺＺ楽団 

   カルロス菅野（per、producer）他 

 

 

 

 

 

 

 

第１２回 南郷サマージャズフェスティバル２００１ 

 

日 時 平成１３年７月２１日（土） 

午後３時～午後９時３０分 

場 所 カッコーの森エコーランド野外ステージ 

聴衆者 ３，８００人 

出演者 

 １ ＴＯＫＵ“ビィウイッチング”クインテット 

   TOKU（vo･fgh） 

   太田 剣（ts） 

   クリヤ・マコト（p） 

   佐藤ハチ恭彦（b）  藤井伸昭（ds） 

    

 ２ ケニー・ギャレット＆ 

チャーネット・モフェットカルテット 

   ケニー・ギャレット（as） 

   チャーネット・モフェット（b） 

   カルロス・マッキーニ（p） 

   ビリー・キルソン（ds） 

 

 ３ ノーマン・シモンズ・トリオ 

＋シンシア・スコット 

   ノーマン・シモンズ（p） 

   ライル・アトキンソン（b） 

   ポール・ハンフリーズ（ds） 

   シンシア・スコット（vo） 

 

 ４ 藤原清登トリオ＆和洋合奏団「活彩あおもり」 

                作曲／阿部京子  

   藤原清登（b）   加納美佐子（p） 

   福家俊介（ds）    

佐々木雄一（vln） 大沢真人（vc） 

三木章子（vla）  菅原久仁久（尺八） 

泉山章子（筝） 

   鳴海昭仁（横笛、津軽三味線） 

   荒谷えんぶり囃子  青森ねぶた囃子 

 

 ５ 日野皓正クインテット 

   日野皓正(tp)     多田誠司（as） 

   石井 彰（p）  金澤英明（b） 

   井上功一（ds） 

 



第１３回 南郷サマージャズフェスティバル２００２ 

 

日 時 平成１４年７月２０日（土） 

午後３時～午後９時３０分 

場 所 カッコーの森エコーランド野外ステージ 

聴衆者 ３，０００人 

出演者 

 １ Ａｋｉｋｏ Ｇｒａｃｅトリオ 

   Akiko Grace（p） 

   安力川大樹（b）  

大坂昌彦（ds） 

 

２ 小沼ようすけクインテット 

   小沼ようすけ（g） 

 金子雄太（org） 

   太田 剣  （sax） 

   佐藤“ハチ”恭彦（b） 

   大槻“KALTA”英宣（ds） 

 

 ３ ａｋｉｋｏ＆松本圭司カルテット 

   Akiko    （vo）   

松本圭司 （p） 

   扇谷研人 （key） 

   平石カツミ（b） 

   田中栄二 （ds） 

 

 ４ エディ・ヒギンズトリオ＆ 

スコット・ハミルトン 

   エディ・ヒギンズ（p） 

   スコット・ハミルトン（ts） 

   スティーブ・ギルモア（b） 

   ビル・グッドウィン （ds） 

 

 ５ モンティ・アレキサンダー 

レゲエ＆ジャズバンド 

   モンティ・アレキサンダー（p） 

   デワイト・ドウズ（e-p） 

   リー・ホルニス（e-g） 

   レオン・ダンカン（e-b） 

   デスモンド・ジョーンズ（ds） 

   ロバート・トーマス Jr.（hand-ds） 

第１４回 南郷サマージャズフェスティバル２００３ 

 

日 時 平成１５年７月１９日（土） 

    午後３時～午後９時３０分 

場 所 カッコーの森エコーランド野外ステージ 

聴衆者 ３，０００人 

出演者 

 １ Ｓａｙａトリオ 

   Saya（p） 

   魚谷のぶまさ（b） 

   加納樹麻（ds） 

 

 ２ スパニッシュ・コネクション 

   伊藤芳輝（flamenco-g） 

   平松加奈（vln） 

   吉見征樹（tabla） 

 

 ３ ゲイリー・バーツ ｍｅｅｔｓ ＫＡＮＫＡＷＡ １２２ 

      ゲイリー・バーツ（ss,as） 

   KANKAWA（org,key） 

   小沼ようすけ（g） 

   竹内 直（fl,ts） 

   グレッグ・バンディ（ds） 

   KG-K（DJ from L.A） 

 

 ４ ラベィ・スミス ＆ ジャズ・ブルース・バンド 

   ラベィ・スミス（vo） 

クリス・シーバート（leader,p） 

   アレン・スミス（tp） 

      ダニー・アームストロング（tb） 

   ビル・スチュアート（as） 

   ハワード・ウイリー（t-fl） 

   チャーリー・シーバート（g） 

   デヴィット・イーウェル（b） 

   ダレル・グリーン（ds） 

 

 ５ ジミー・スコット ＆ ザ・エクスプレッションズ 

   ジミー・スコット（vo） 

      T.K.ブルー（as,fl） 

    ジョン・リーガン（p） 

   ヒリヤード・グリーン（b） 

   ドウェイン・ブロードナックス（ds） 



第１５回 南郷サマージャズフェスティバル２００４ 

 

日 時 平成１６年 ７月２４日（土） 

    午後３時～午後９時３０分 

場 所 カッコーの森エコーランド野外ステージ 

聴衆者 ３，５００人 

出演者 

１ ワイルド・ウィンド・ビッグ・バンド 

  窪田佳恭（leader,tp） 

 

２ マヤ ＆ 松尾 明 四重奏団 

  MAYA（vo） 

松尾 明（ds） 

  小林 裕（p） 

嶌田憲二（b） 

  featuring キヨシ小林（g） 

 

３ ライアン・カイザー ～ 

   グラント・スチュワート 五重奏団 

  ライアン・カイザー（tp） 

  グラント・スチュワート（ts） 

  サム・ヤヘル（p） 

  ジョン・ウェーバー（b） 

  ジェイソン・ブラウン（ds） 

 

４ ピアノ＆ピアノ 

  チャーリー・バーキンシャー（p） 

  秋山実希（p） 

 

５ 日野皓正 五重奏団 

  日野皓正（tp） 

  多田誠司（ss,as,fl） 

  石井 彰（p） 

金澤英明（b） 

  井上功一（ds） 

 

６ マリーナ・ショウ ＆ 

    デヴィッド・ヘイゼルタイン 三重奏団 

  マリーナ・ショウ（vo） 

  デヴィッド・ヘイゼルタイン（p） 

  ジェフ・チェンバース（b） 

  レニー・ロビンソン（ds） 

第１６回 南郷サマージャズフェスティバル２００５ 

 

日 時 平成１７年 ７月２３日（土） 

    午後３時～午後９時３０分 

場 所 カッコーの森エコーランド野外ステージ 

聴衆者 ２，５００人 

出演者 

１ マックタックスペシャル 

  桜田まこと（leader,vo,p,g） 

  桜田たけひろ（g,vo） 

  佐々木浩（g） 

中野渡拓也（b） 

  玉川吉一（ds） 

   

２ 大隈寿男トリオ ＆ 紗野葉子 

  大隈寿男（ds） 吉野光昭（b） 

  吉岡秀晃（p） 

紗野葉子（guest-vo） 

 

３ 寺井尚子五重奏団 

  寺井尚子（vln） 

  北島直樹（p） 細野よしひこ（g） 

  成重幸紀（b） 

中澤 剛（ds,per） 

 

４ ピアノとピアノ 

  秋山実希(p) 

  チャーリー・バーキンシャー(p) 

 

５ ザ・フォー・フレッシュメンと 

ワイルド・ウィンド・ビックバンド 

  ブライアン・アイケンバーガー（vo,g） 

  カーティス・カルデロン（vo,tp） 

  ヴィンス・ジョンソン（vo,tb,b） 

  ボブ・フェレイラ（vo,ds） 

 

６ ビリー・ヴォーン・ジャズ・オーケストラ 

＆シンガーズ 

  ビリー・ヴォーン・ジャズ・オーケストラ 

  ビリー・ヴォーン 

  ビリー・ヴォーンシンガーズ 



第１７回 南郷サマージャズフェスティバル２００６ 

 

日 時 平成１８年 ７月２２日（土） 

    午後２時～午後９時３０分 

場 所 カッコーの森エコーランド野外ステージ 

聴衆者 ２，３００人 

出演者 

１ 矢野沙織 カルテット 

  矢野沙織（as） 

  今泉正明（p） 上村 信（b） 

  横山和明（ds） 

 

２ 鈴木 勲ＯＭＡ ＳＯＵＮＤ 

    鈴木 勲（b） 吉田 智（g） 

  森田修史（ts） 

  織原良次（e-b） 

  スガ・ダイロー（p） 小松伸之（ds） 

 

３ 小林桂 ＆ スーパークインテット 

  小林 桂（vo） 

  小林 洋（p,arr） 松島啓之（tp） 

  安保 徹（ts）   安力川大樹（b） 

  田鹿雅弘（ds） 

 

４ ピアノとピアノそしてピアノ 

  チャーリー・バーキンシャー（p） 

  秋山実希（p） 金澤恵之（p） 

 

５ ニコル・ヘンリー＆マイク・オータトリオ 

  ニコル・ヘンリー（vo） 

  マイク・オータ（p） 

  酒井一郎（b） 八城邦義（ds） 

 

６ ジョージ・コリガン トリオ 

  フィーチャリング マーク・ターナー＆トニー・ラカトシュ 

ジョージ・コリガン（p）  

ビセンテ・アーチャー（b） 

ＥＪ・ストリックランド（ds） 

マーク・ターナー（ts） 

トニー・ラカトシュ（ts） 

第１８回 南郷サマージャズフェスティバル２００７ 

 

日 時 平成１９年 ７月２１日（土） 

    午後２時～午後９時 

場 所 カッコーの森エコーランド野外ステージ 

聴衆者 ２，８００人 

出演者 

１ グレース・マーヤ カルテット 

  グレース・マーヤ（vo,p） 

  平岡雄一郎（g） 鳥越啓介（b） 

  則竹裕之（ds） 

 

２ ザ・ニューオリンズ・リバイバル・ジャズバンド 

               ＆ バヌー・ギブソン 

  グラント・ハリス（tp） 

ロニ・ジョンソン（tb） 

トム・フィッシャー（cl） 

  デビッド・ボーディングハス（p） 

バズ・パドウェル（banjo） 

  ケリー・ルイス（b） 

  ジェイムス・アルサンダーズ（ds） 

  バヌー・ギブソン（vo） 

 

＜県内ピックアップアーティスト演奏＞ 

  秋山実希（p） 

  花田一蔵（津軽三味線・尺八） 

 

３ ダスコ・ゴイコビッチ・カルテット with 原朋直 

  ダスコ・ゴイコビッチ（tp） 

  ピーター・ミケリッチ（p） 

  ポール・ギル（b） 

  ジーン・ジャクソン（ds） 

  原 朋直（tp） 

 

４ 宇崎竜童with大隈寿男クインテット２００７＆安富祖貴子 

  宇崎竜童（vo）  

大隈寿男（ds） 太田 剣（as） 

川嶋哲郎（ts） 納谷嘉彦（p） 

井上陽介（b） 

  安富祖貴子（vo） 

 



第１９回 南郷サマージャズフェスティバル２００８ 

 

日 時 平成２０年 ７月１９日（土） 

    午後１時～午後８時 

場 所 カッコーの森エコーランド野外ステージ 

聴衆者 ２，１００人 

出演者 

オープニング 

  八戸工業大学第一・第二高等学校 吹奏楽部 

１ 市原康トリオ with市原ひかり 

  市原 康（ds） 

 古野光昭（b）   福田重男（p） 

  市原ひかり（tp,fgh） 

 

２ 小山太郎カルテット 

    小山太郎（ds） 

    近藤和彦（ss,as） 田中裕士（p）  

生沼邦夫（b） 

   

３ 村田陽一・オーケストラ 

  村田陽一（tb,p） 

  奥村 晶（tp）   松島啓之（tp） 

萩原顕彰（hr）   次田心平（tub） 

  青木タイセイ（tb） 津上研太（as） 

本間将人（ts）   竹村直哉（bs） 

三好“3吉”功郎（g） 

小松秀行（e-b）  佐野康夫（ds） 

 

４ ＭＡＬＴＡ ＪＡＺＺ ＱＵＩＮＴＥＴＴ.ＰＬＵＳ 

  MALTA（as） 

  布川俊樹（g）   平下政志（key） 

  ジーン重村（ds） 早川哲也（b） 

 

５ ＯＲＱＵＥＳＴＡ ＤＥ ＬＡ ＬＵＺ 

NORA（vo）          JIN（vo,cho） 

GENTA（tim）          YOSHIHIRO SUZUKI（bgo） 

JIN MIYAMOTO（cga）     TAKAYA SAITO（p） 

KAZUTOSHI SHIBUYA（b） ISAO SAKUMA（tp,fgh） 

YASUSHI GOTANDA（tp）     HITOSHI AIKAWA（tb,cho） 

DAISUKE MAEDA（tb） 

第２０回 南郷サマージャズフェスティバル２００９ 

 

日 時 平成２１年 ７月２５日（土） 

    午後２時～午後９時 

場 所 カッコーの森エコーランド野外ステージ 

聴衆者 ２，９００人 

出演者 

オープニング 

  八戸市立中沢中学校 ジャズバンド部 

１ ジョージ川口 jr./雷二＆THE NEW BIG ４ 

  ジョージ川口 jr./雷二（ds） 

 水橋 孝（b）    関根敏行（p） 

  中村誠一（Sax） 

 

２ 北村英治カルテット＆キャロル山崎 

    北村英治（cl）  キャロル山崎（vo） 

    高浜 和英（p）  山口雄三（b） 

八城邦義（ds） 

   

３ 日本３大ギターリスト 

  夢のスーパープレミアサミット 

  中牟礼貞則（g） 

  高嶋 宏（g） 

天野清継（g） 

  安ヶ川大樹（b）  原 大力（ds） 

 

４ Charito with Hip Jazz Cats 

  Charito（vo） 

  Jonathan Katz（p） Mark Tourian（b） 

  Cecil Monroe（ds） 

 

５ 渡辺貞夫グループ２００９ 

渡辺貞夫（sax） 

小野塚 晃（p）          養父 貴（elg） 

コモブチ キイチロウ（elb）  則竹 裕之（ds） 

ンジャセ ニャン（per） 

 

 

 



第２１回 南郷サマージャズフェスティバル２０１０ 

（’１０第１回地域再生大賞 優秀賞） 

 

日 時 平成２２年 ７月２４日（土） 

    午後０時 30分～午後９時 

場 所 カッコーの森エコーランド野外ステージ 

聴衆者 ２，１００人 

出演者 

オープニング 

  中沢中学校ジャズバンド部 

１ 類家心平 4 PIECE BAND 

  類家心平（tp） 

 ハクエイ・キム（p）  鉄井孝司（bass） 

  吉岡大輔（ds） 

 

２ Rigmor Gustafsson Trio 

    Rigmor Gustafsson（vo） 

    Satoshi Inoue（guitar） 

Cari Orrje(p) 

   

３ エリック・ミヤシロ EM Band 

  エリック・ミヤシロ（tp） 

  岩瀬立飛（ds）     村上聖（e-b） 

新澤健一郎（p）    西村浩二（tp） 

  木幡光邦（tp）      小林正広（tp） 

佐久間勲（tp）    佐野聡（tb） 

片岡雄三（tb）      鹿討奏（tb） 

山城順子（b-tb）  佐藤達哉（ts） 

近藤和彦（as）    アンディ・ウルフ（as） 

黒葛野敦司（ts）  宮本大路（bs） 

 

４ 渡辺香津美JAZZ回帰プロジェクト 

スペシャルゲスト 本田雅人 

  渡辺香津美（g） 

  井上陽介（bass） 奥平真吾（ds） 

  本田雅人（as） 

 

５ 山下洋輔＝向井滋春スペシャル・セッション 

山下洋輔（p）            向井滋春（tb） 

江藤良人（ds）    井上陽介（bass） 

川嶋哲郎（ts） 

 

         

第２２回 南郷サマージャズフェスティバル２０１１ 

 

日 時 平成２３年 ７月３０日（土） 

    午後２時～午後９時 

場 所 カッコーの森エコーランド野外ステージ 

聴衆者 ２，４００人 

出演者 

オープニング 

類家心平スペシャルビッグバンド＆中沢中学校

ジャズバンド部 

１ 寺久保エレナカルテット 

寺久保エレナ（As） 

大林武司(p) 中村健吾（b） 

Mark Whitfield Jr.(ds) 

 

２ 平賀マリカ 

 平賀マリカ（vo） 荒武裕一朗(p)  

生沼邦夫（b） 力武 誠(ds) 

 

３ ５Cats＆Woong San 

太田 剣（as） 鈴木 央紹（ts） 

ハクエイ キム(Pf) b/日野 JINO賢二（b） 

大槻"KALTA"英宣（ds） Woong San（vo） 

 

４  FRIDE PRIDE（フライド プライド） 

横田明紀男(gt) Shiho（vo）  

 

５  日野皓正カルテット 

  日野皓正（tp）  石井彰（p） 

  須川崇志（b）  田中徳崇（ds） 

 

６ ＭＪＱ（マンハッタンジャズクインテット） 

David Matthews（p） Walter White（tp） 

    Chris Hunter（sax） Jon Burr（b） 

Jimmy Madison（ds） 

 

 

 



第２３回 南郷サマージャズフェスティバル２０１２ 

 

日 時 平成２４年 ７月２８日（土） 

    午後２時～午後８時 

場 所 カッコーの森エコーランド野外ステージ 

聴衆者 ２，０００人 

出演者 

オープニング 

  南郷スペシャルビッグバンド 

  スウィングベリージャズオーケストラ＆ 

  中沢中学校ジャズバンド部 

 

１ 類家心平 4 PIECE BAND＋１ 

  類家心平（tp） 

 中嶋錠二（p）  鉄井孝司（bass） 

  吉岡大輔（ds） 田中”Tak”拓也（gt） 

 

２ GRANT STEWART QUARTET 

    Grant Stewart（sax） 

    David Hazeltine（pf） 

Dezron Douglas（b） 

  Phil Stewart（ds） 

 

３ 寺井尚子カルテット 

寺井尚子（vln） 

北島直樹（pf） 

店網邦雄（b） 

中沢 剛（ds） 

 

４ SOIL＆”PIMP”SESSIONS 

  社長（Agitator） 

  元晴（sax） 

  秋田ゴールドマン（b） 

  タブゾンビ（tp） 

   丈青（p） 

   みどりん（ds）  

第２４回 南郷サマージャズフェスティバル２０１３ 

 

日 時 平成２５年 ７月２７日（土） 

    午後２時～午後８時１５分 

場 所 カッコーの森エコーランド野外ステージ 

聴衆者 １，７００人 

出演者 

オープニング 

  スウィングベリージャズオーケストラ 

 

１ 日景秀徳シックスホーンズバンド＋類家心平 

  日景秀徳（cond,pf） 類家心平 (tp） 

 曽根麻央 (tp)    中島あきは(A.sax) 

 松本 茜 (pf)     馬場智章 (T.sax) 

 張替啓太 (tb)     若井俊也 (bass) 

 野田かじと(B.sax)    木村 絋 (drs) 

 

２ Tommy's Jellyfish Quartet 

  （トミーズジェリーフィシュカルテット） 

    Tommy  (tb)   衣笠智英 (drs)    

中島 徹 (pf)    中島かつき (bass) 

 

３ Fried Pride 

  （フライド・プライド） 

Shiho（vo）      横田明紀男（gt） 

 

４ The Vanguard Jazz Orchestra 

（ザ・ヴァンガード・ジャズ・オーケストラ） 

  ターニャ・ダービー (tp,flh,LEAD) 

  グレッグ・ギズバート (tp,flh) 

  ブランドン・リー (tp,flh) 

  スコット・ウェンホルト (tp,flh) 

  ジョン・モスカ (tb,director,LEAD) 

  ジェイソン・ジャクソン (tb) 

  ロック・シサローン (tb) 

  ダグラス・パーヴァイアンス (b-tb) 

  ディック・オーツ (A.sax,S.sax,fl,LEAD) 

  ビリー・ドリュース (A.sax,S.sax,fl) 

  リッチー・ペリー (T.sax,fl) 

  ラルフ・ララマー (T.sax,cl,fl) 

  フランク・バジール (B.sax,B.cl) 

  デイビット・ウォン (bass) 

  ジョン・ライリー (drs) 

  マイケル・ワイス (p) 



第２５回 南郷サマージャズフェスティバル２０１４ 

 

日 時 平成２６年 ７月２６日（土） 

    午後２時～午後８時３５分 

場 所 カッコーの森エコーランド野外ステージ 

聴衆者 ２，３００人 

出演者 

オープニング 

  スウィングベリージャズオーケストラ 

 

１ 大和田 慧 

  大和田慧 （vo/gt）  吉田サトシ(gt） 

 柴田敏孝 (pf/key)  梅沢茂樹 (b) 

 佐々木俊之(dr) 

 

２ 寺久保エレナクァルテット 

    寺久保エレナ(tb)   大林武司 (pf)    

中林薫平  (pf)    平 陸   (bass) 

 

３ 日野皓正 h factor 

日野皓正 （tp）    加藤一平 （gt） 

石井 彰  (pf)    日野"JINO"賢二（eb） 

須川崇志 (wb)    田中徳崇 (ds) 

Dj Honda(dj) 

 

４ TAKE6 

  アルヴィン・チアー(Vo/Bass) 

  デイヴィット・トーマス (Vo/Tenor) 

  マーク・キブル (Vo/Tenor) 

  ジョーイ・キブル (Vo/Tenor) 

  クロード・マックナイト (Vo/Tenor) 

  クリスチャン・デントリー (Vo/Baritone) 

 

５ David Matthews All Stars with Geila Zilkha 

(デビッドマシューズオールスターズ ｳｲｽﾞ ｷﾞﾗ･ｼﾞﾙｶ） 

  デビッドマシューズ(pf/ﾘｰﾀﾞｰ） 

  本田雅人 (sax)    中川英二郎(tb) 

  類家心平 (tp)    Ray    (b) 

  波多江健 (ds)    ギラ・ジルカ(Vo) 

 

第２６回 南郷サマージャズフェスティバル２０１５ 

 

日 時 平成２７年 ７月２５日（土） 

    午後２時～午後８時４５分 

場 所 カッコーの森エコーランド野外ステージ 

聴衆者 ２，０００人 

出演者 

オープニング 

  スウィングベリージャズオーケストラ＆ 

中沢中学校ジャズバンド部 

 

１ けもの 

  青 羊 (vo)   トオイダイスケ(pf/key/vo) 

 織原良次(b)   吉良創太(ds) 

 

２ THE KANKAWA QUARTET 

    KANKAWA(org)    井上銘 (g) 

本田珠也(ds)     類家心平(tp) 

 

３ Fried Pride 

横田明紀男(g)    Shiho(vo) 

ガスト・ワルツィング(tp) 

 

４ Bobby Caldwell 

  ボビー・コールドウェル(vo/gt/key) 

  マーク・マクミレン  (key) 

  アンドリュー・ニュー (sax) 

  カーライル・バリトウ (gt) 

  ロベルト・バリー (b) 

  トニー・ムーア  (ds) 

 

５ 寺井尚子クインテット 

  寺井尚子 (vin) 

  佐山雅弘 (pf) 

  瀬田川貴 (b) 

  荒山諒  (ds) 

  松岡"matzz"高廣 (perc) 

 

 

 



第２７回 南郷サマージャズフェスティバル２０１６ 

 

日 時 平成２８年 ７月３０日（土） 

    午後２時～午後８時４５分 

場 所 カッコーの森エコーランド野外ステージ 

聴衆者 ２，０００人 

出演者 

オープニング 

  スウィングベリージャズオーケストラ＆ 

中沢中学校ジャズバンド部 

 

１ Jazz Lady Project 

  五十嵐はるみ(vo)   平松加奈 (vin) 

 遠藤真理子 (sax)  清水絵理子(pf) 

  若林美佐  (b)   東原亜衣 (dr) 

 

２ NAOTO 

    NAOTO (vin)     松本圭司 (pf) 

熊谷望(b)         DJ HIRAKATSU 

 

３ 大西順子トリオ 

大西順子(pf)     井上陽介(b) 

山田玲 (tp) 

 

４ 日野皓正セクステット 

  日野皓正 (tp) 

  イジョンシク(ts) 

  加藤一平 (gt) 

  石井彰  (pf) 

  杉本智和 (b) 

  石若駿  (ds) 

 

５ RICHARD BONA 

  リチャード・ボナ (b/vo) 

  ルドウィッグ・アフォンソ (ds) 

  オスマニー・パレデス (pf) 

  ルイス・キンテーロ  (per) 

  ロベルト・キンテーロ (per) 

  レイ・アレハンドロ  (tb) 

  デニス・エルナンデス (tp) 

 

第２８回 南郷サマージャズフェスティバル２０１７ 

 

日 時 平成２9年 ７月 29日（土） 

    午後 3時～午後８時 30分 

場 所 カッコーの森エコーランド野外ステージ 

聴衆者 ２，３００人 

出演者 

オープニング 

  西園小ジャズバンド＆ 

中沢中学校ジャズバンド部＆ 

デビッドマシューズ with八戸ジャズ楽団＆ 

スウィングベリージャズオーケストラ 

 

１ 類家心平 sextet 

  類家心平  (tp)     門田”JAW”晃介（sax) 

 中嶋錠二  (pf/key)   井上銘    （gt) 

  鉄井孝司  (b)     吉岡大輔   (dr) 

 

２ 紗理 quartet 

    紗理     (vo)      成田祐一  (pf) 

中林薫平 （b)        河村亮   （ds） 

 

３ 熱帯 JAZZ楽団 

カルロス菅野(per)   森村献     (pf) 

高橋ゲタ夫  (b)    平川象士  （ds） 

美座良彦（timbales） 岡本健太  （conga） 

佐々木史郎（tp）   鈴木正則  （tp） 

奥村晶    （tp）   松島啓之  （tp） 

中路英明  （tb）   青木タイセイ（tb） 

西田幹    （b.tb）  竹野昌邦  （as） 

藤陵雅祐  （as）   安川信彦  （ts） 

スティーブ・サックス（bs） 

 

４ 渡辺貞夫 Group2017 

  渡辺貞夫 （as） 

  小野塚晃   (pf/key) 

  養父貴   (gt) 

  コモブチキイチロウ (b) 

  竹村一哲  (ds) 

  ンジャセ・ニャン (per) 

 



第２９回 南郷サマージャズフェスティバル２０１８ 

 

日 時 平成３０年 ７月２８日（土） 

    午後２時～午後８時５０分 

場 所 カッコーの森エコーランド野外ステージ 

聴衆者 １，７００人 

出演者 

オープニング 

  西園小ジャズバンド＆ 

中沢中学校ジャズバンド部＆ 

スウィングベリージャズオーケストラ 

 

１ Vincent Herring and Eric Alexander The Battle 

 小林陽一(ds)     中村健吾(b) 

  泉川貴広(pf) 

  Vincent Herring(as)   

Eric Alexander(ts) 

 

２ Dock In Absolute 

    David Kintziger(b)  Jean-Philippe Koch(pf) 

  Nate Wong(ds) 

 

３ 泉沢果那ニューオリンズピアノカルテット 

泉沢果那(vo,pf)    篠原裕(g) 

大石竜輔(perc)    奥村将和(ds) 

 

４ 前田憲男トリオ 

  前田憲男(pf)      加藤真一(b) 

  山田玲(ds) 

   

５ Manhattan Jazz Orchestra 

  David Matthews(pf,leader) 

  Michael Rodriguez(tp) Tanya Darby(tp) 

   David Smith(tp)      Jesus Mato Jr.(tp) 

  John Fedchock(tb)   Jim Pugh(tb) 

  Tom Gibson(tb)  

Reginald Chapman(b.tb) 

  Chris Hunter(a.s,fl)  

Bob Malach(s.s,t.s,fl) 

  Scott Robinson(b.cl,b.s)  

Vincent Chancey(fr.h) Eric Davis(fr.h) 

Marcus Rojas(tuba)    Mike Hall(b)  

Terry Silverlight(ds) 

   

第３０回 南郷サマージャズフェスティバル２０１９ 

   

日 時 令和元年 ７月２７日（土） 

    午後３時～午後８時 3０分 

場 所 カッコーの森エコーランド野外ステージ 

聴衆者 ２，０００人 

出演者 

オープニング 

  中沢中学校ジャズバンド部＆ 

  西園小学校ジャズバンド＆ 

八戸ＪＡＺＺ楽団＆ 

スウィングベリージャズオーケストラ 

 

１ OBATALA SEGUNDO 

 中路英明(tb)     鈴木よしひさ(g) 

  伊藤志宏(p)      岡本健太(ds) 

  大儀見元(perc)   

コモブチキイチロウ(b) 

 

２ 伊藤君子 with若井優也トリオ 

    伊藤君子(Vocal)    若井優也(Piano) 

  楠井五月(Bass)     山田玲(Drums) 

 

３ 南郷 30thスペシャルバンド 

David Matthews Nango Super Session 

David Matthews(Piano) 

類家心平(Trumpet)   佐々木優花(Flute) 

宅間善之(Vibraphone) Andy Wulf(Sax) 

近藤零(Bass)     波多江健(Drums) 

 

４ 渡辺貞夫クインテット２０１９ 

  渡辺貞夫(as)      林正樹(p) 

  粟谷巧(b)       竹村一哲(ds)  

  ンジャセ・ニャン(per) 

 

 

 


