
長野市芸術館WEBフェス　出演団体一覧

No. 団体 ヨミカナ ジャンル

1 The Factors ｻﾞﾌｧｸﾀｰｽﾞ バンド

2 ザニッカポッカーズ ｻﾞﾆｯｶﾎﾟｯｶｰｽﾞ ロック

3 J S space ｼﾞｪｰｴｽｽﾍﾟｰｽ ダンス（ヒップホップ・ジャズ）

4 トリオＫ＋１ ﾄﾘｵｹｰﾌﾟﾗｽﾜﾝ ジャズバンド

5 佐々木秀実＆Friends ｻｻｷﾋﾃﾞﾐｱﾝﾄﾞﾌﾚﾝｽﾞ シャンソン

6 長野市民吹奏楽団金管四重奏 ﾅｶﾞﾉｼﾐﾝｽｲｿｳｶﾞｸﾀﾞﾝｷﾝｶﾝｼｼﾞｭｳｿｳ 金管バンド

7 フラハワイプルメリア ﾌﾗﾊﾜｲﾌﾟﾙﾒﾘｱ ハワイアンフラ

8 北石輝三倶楽部 ｷﾀｲｼﾃﾙｿﾞｳｸﾗﾌﾞ 軽音楽

9 Two Moon ﾄｩｰﾑｰﾝ ボサノバユニット

10 Coolea ｸｰﾘｱ アイルランド伝統音楽

11 舞響太鼓　雅 ﾌﾞｷｮｳﾀﾞｲｺﾐﾔﾋﾞ 和太鼓エンターテインメント

12 甘建民二胡学院　長野支部　敦煌二胡教室 ｶﾝｹﾝﾐﾝﾆｺｶﾞｸｲﾝ ﾅｶﾞﾉｼﾌﾞ ﾄﾝｺｳﾆｺｷｮｳｼﾂ 二胡演奏

13 ピアノdeカンタービレ♪ ﾋﾟｱﾉﾃﾞｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ クラシック（ピアノ連弾）

14 清水まなぶ ｼﾐｽﾞﾏﾅﾌﾞ ロック

15 ナチュラルムーブメント3-2-1 ﾅﾁｭﾗﾙﾑｰﾌﾞﾒﾝﾄｽﾘｰﾂｰﾜﾝ ダンス（チア・ジャズ・ヒップホップ）

16 ダンススタジオブロードウェイ ﾀﾞﾝｽｽﾀｼﾞｵﾌﾞﾛｰﾄﾞｳｪｲ ジャズダンス、チアダンス

17 SAYURI BELLYDANCE PROJECT ｻﾕﾘﾍﾞﾘｰﾀﾞﾝｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ベリーダンス

18 SATORI～さとり～ ｻﾄﾘ よさこい踊り・太極拳

19 Ｋａｔｓｕ　ｘ　Ｓｈｉｎ ｶﾂ ｼﾝ ピアノと二胡のユニット

20 織音 ｵﾘｵﾝ ラテン・クラシック・詩吟のコラボレーション

21 信州ブレイブウォリアーズチアダンス教室Jey's ｼﾝｼｭｳﾌﾞﾚｲﾌﾞｳｫﾘｱｰｽﾞﾁｱﾀﾞﾝｽｷｮｳｼﾂｼﾞｪｲｽﾞ チアダンス

22 白鳥バレエ学園 ﾊｸﾁｮｳﾊﾞﾚｴｶﾞｸｴﾝ クラシックバレエ

23 民謡＆津軽三味線　謙竹会 ﾐﾝﾖｳｱﾝﾄﾞﾂｶﾞﾙｼｬﾐｾﾝｹﾝﾁｸｶｲ 邦楽（民謡・三味線）

24 女子箏チーム ｼﾞｮｼｺﾄﾁｰﾑ 箏のアンサンブル

25 長野二胡楽友会 ﾅｶﾞﾉﾆｺｶﾞｸﾕｳｶｲ 二胡演奏

26 北沢マロwithリズムオーケストラ ｷﾀｻﾞﾜﾏﾛ ｳｨｽﾞ ﾘｽﾞﾑｵｰｹｽﾄﾗ 打楽器のみのオーケストラ

27 すみまるデュオ ｽﾐﾏﾙﾃﾞｭｵ クラシック

28 メイプル・リーフ合奏団 ﾒｲﾌﾟﾙﾘｰﾌｶﾞｯｿｳﾀﾞﾝ 歌謡曲等の演奏、伴奏

29 長野市民踊舞踊連盟 ﾅｶﾞﾉｼﾐﾝﾖｳﾌﾞﾖｳﾚﾝﾒｲ 民踊

30 サックスブルーカルテット ｻｯｸｽﾌﾞﾙｰｶﾙﾃｯﾄ サクソフォンカルテット（クラシック）

31 花房流家元　日本舞踊教室 ﾊﾅﾌﾞｻﾘｭｳｲｴﾓﾄﾆﾎﾝﾌﾞﾖｳｷｮｳｼﾂ 日本舞踊

32 ちむやみ ﾁﾑﾔﾐ ハープ弾き語り

33 シード ｼｰﾄﾞ ソプラノとピアノ（クラシック）

34 翔の会 ｼｮｳﾉｶｲ 日本舞踊
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35 北信流を守り、広める会 ﾎｸｼﾝﾘｭｳｦﾏﾓﾘﾋﾛﾒﾙｶｲ 謡曲（観世流）

36 しぶき会 ｼﾌﾞｷｶｲ 踊り

37 エミロケ ｴﾐﾛｹ ロックバンド

38 ホクレアメイツ　リリア ﾎｸﾚｱﾒｲﾂ ﾘﾘｱ ハワイアンフラ

39 アロハフラオハナ ｱﾛﾊﾌﾗｵﾊﾅ ハワイアンフラ

40 田中大輔・太田郁奈 ﾀﾅｶﾀﾞｲｽｹｵｵﾀｱﾔﾅ 社交ダンス（競技ダンス）

41 DANCE TIPS ﾀﾞﾝｽ ﾃｨｯﾌﾟｽ ジャズダンス

42 Eau de vie ｵｰﾄﾞﾋﾞｰ ポップス

43 Duo Pastel ﾃﾞｭｵﾊﾟｽﾃﾙ フルートとハープのアンサンブル

44 Sue with 相良博 ｽｰｳｨｽﾞｻｶﾞﾗﾋﾛｼ ジャズボーカルとギターのデュオ

45 アッキー＆アッキー ｱｯｷｰｱﾝﾄﾞｱｯｷｰ ジャズユニット

46 Keita Bryson & Charlie ｹｲﾀﾌﾞﾗｲｿﾝｱﾝﾄﾞﾁｬｰﾘｰ インストゥルメンタル

47 琴伝流大正琴　琴木星 ｷﾝﾃﾞﾝﾘｭｳﾀｲｼｮｳｺﾄ ｷﾝﾓｸｾｲ 大正琴

48 詩は彼方に ｳﾀｶﾀ フォークロックバンド

49 ハーラウ　フラ　オ　リハウ ﾊｰﾗｳﾌﾗｵﾘﾊｳ ハワイアンフラ

50 フラ・オハナ・カ・レフア ﾌﾗｵﾊﾅｶﾚﾌｱ ハワイアンフラ

51 長野ベリーダンススタジオ ﾅｶﾞﾉﾍﾞﾘｰﾀﾞﾝｽｽﾀｼﾞｵ ベリーダンス

52 創作舞踊 銀扇流 銀扇会 ｿｳｻｸﾌﾞﾖｳｷﾞﾝｾﾝﾘｭｳｷﾞﾝｾﾝｶｲ 舞踊

53 汐入　規予 ｼｵｲﾘｷﾖ シャンソン・ポップス

54 すてぃーるぱんだ ｽﾃｨｰﾙﾊﾟﾝﾀﾞ スティールパン演奏

55 三登山太鼓 ﾐﾄﾔﾏﾀﾞｲｺ 太鼓

56 Mutsumi Band ﾑﾂﾐﾊﾞﾝﾄﾞ ポップスバンド

57 緑風二胡楽団 ﾘｮｸﾌｳﾆｺｶﾞｸﾀﾞﾝ 二胡合奏

58 長谷川　綾 ﾊｾｶﾞﾜｱﾔ ロックバンド

59 サックスアンサンブルE7SS ｻｯｸｽｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｲｰﾅﾅｴｽｴｽ サックス４本とドラムによるさまざまなジャンルの
音楽

60 豊静音の会 ﾄﾖｼｽﾞﾈﾉｶｲ 三味線、端唄

61 yamy バンド ﾔﾐｰ ﾊﾞﾝﾄﾞ アコースティックバンド

62 ホットブリザードジャズオーケストラ ﾎｯﾄﾌﾞﾘｻﾞｰﾄﾞｼﾞｬｽﾞｵｰｹｽﾄﾗ ビッグバンドジャズ

63 ヴァイオリン・ピアノデュオ　Woluna ｳﾞｧｲｵﾘﾝﾋﾟｱﾉﾃﾞｭｵｳﾞｫﾙｰﾅ クラシック・ポップス

64 Embellir ｱﾝﾍﾞﾘｰﾙ エレクトーン、ピアノ演奏

65 Green Spot ｸﾞﾘｰﾝｽﾎﾟｯﾄ ジャズバンド

66 信州新町謡曲連合会 ｼﾝｼｭｳｼﾝﾏﾁﾖｳｷｮｸﾚﾝｺﾞｳｶｲ 謡曲

67 無想伝心碧洲流吟詠剣詩舞道会 ﾑｿｳﾃﾞﾝｼﾝﾍｷｼｭｳﾘｭｳｷﾞﾝｴｲｹﾝｼﾌﾞﾄﾞｳｶｲ 吟詠剣詩舞

68 overtone パーカッショングループ ｵｰﾊﾞｰﾄｰﾝﾊﾟｰｶｯｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ 打楽器演奏


