
長野市芸術館・松代文化ホールWEBフェス　出演団体一覧

No. 団体 ヨミカナ ジャンル

1 ベルデオスクーロ・イ・ブランコ ﾍﾞﾙﾃﾞｵｽｸｰﾛｲﾌﾞﾗﾝｺ フォルクローレ

2 ムジカ・ペピーノス ﾑｼﾞｶ･ﾍﾟﾋﾟｰﾉｽ ラテン

3 Celephais ｾﾚﾌｧｲｽ バイオリンとシンセのオリジナル楽曲

4 芹田木遣り会 ｾﾘﾀｷﾔﾘｶｲ 木遣り

5 H2 ｴｲﾁﾂｰ ジャズバンド

6 南石堂Quatre saisons ﾐﾅﾐｲｼﾄﾞｳｷｬﾄﾙｾｿﾞﾝ シャンソン

7 Hot 始夢。 ﾎｯﾄﾓｯﾄﾑ アコースティック弾き語り

8 K's Bar feat.おーじ ｹｰｽﾞﾊﾞｰﾌｭｰﾁｬﾘﾝｸﾞｵｰｼﾞ ジャズ中心

9 白蓮 ｼﾗﾊｽ 合唱

10 腹話術サークル　笑いのワ ﾌｸﾜｼﾞｭﾂｻｰｸﾙ ﾜﾗｲﾉﾜ 腹話術

11 長野市無形文化財　善光寺木遣り保存会 ｾﾞﾝｺｳｼﾞｷﾔﾘﾎｿﾞﾝｶｲ 木遣り

12 M-clan 麻由キッズダンス ｴﾑｸﾗﾝ ﾏﾕｷｯｽﾞﾀﾞﾝｽ HIP HOP

13 ＰＩＳＣＥＳ ﾋﾟｽｹｽ 邦楽（箏と尺八）

14 Ｎ－ステージ ｴﾇｽﾃｰｼﾞ チェロとピアノのデュオ

15 HIVAORA ﾋｳﾞｧｵﾗ タヒチアンダンス

16 Okikaと小さい鷲男とその仲間たち ｵｷｶﾄﾁｲｻｲﾜｼｵﾄｺﾄｿﾉﾅｶﾏﾀﾁ 新時代神楽

17 mikoとakko ﾐｺﾄｱｯｺ クラシック（ソプラノとピアノ）

18 歌サンズ＆K ｳﾀｻﾝｽﾞｱﾝﾄﾞｹｲ 合唱（ウクレレとピアノ伴奏）

19 ぼ～かるぐる～ぷ音夢 ﾎﾞｰｶﾙｸﾞﾙｰﾌﾟﾈﾑ 童謡等ジャンル問わず

20 Suite ｽｲｰﾄ ピアノ弾き語り、アコギセッション

21 楽団ハイカラモンキーズ ｶﾞｸﾀﾞﾝﾊｲｶﾗﾓﾝｷｰｽﾞ ポップス＆ジャズバンド

22 フルート・ピアノデュオ ﾌﾙｰﾄﾋﾟｱﾉﾃﾞｭｵ クラシック

23 音の巡礼者ともろへ～や ｵﾄﾉｼﾞｭﾝﾚｲｼｬﾄﾓﾛﾍｰﾔ
インストゥルメンタル
（伝統楽器と最新楽器のデュオ）

24 長野太極拳の会 ﾅｶﾞﾉﾀｲｷｮｸｹﾝﾉｶｲ 太極拳

25 リコーダーコンソート・カプリシカ ﾘｺｰﾀﾞｰｺﾝｿｰﾄｶﾌﾟﾘｼｶ リコーダーアンサンブル

26 原瑞穂＆瀧澤典江　Piano Duo ﾊﾗﾐｽﾞﾎｱﾝﾄﾞﾀｷｻﾞﾜﾉﾘｴﾋﾟｱﾉﾃﾞｭｵ ピアノ連弾

27 TeaArrow ﾃｨｱﾛｰ 演劇パフォーマンス

28 加藤文絵＆宮下静香 ｶﾄｳﾌﾐｴｱﾝﾄﾞﾐﾔｼﾀｼｽﾞｶ クラシック

29 Trio Resonance ﾄﾘｵﾚｿﾞﾅﾝｽ
クラシック三重奏
（ピアノ・バイオリン・サクソフォン）

30 SAX集団　ブルーデニム ｻｯｸｽｼｭｳﾀﾞﾝ ﾌﾞﾙｰﾃﾞﾆﾑ サックスアンサンブル

31 長野バンドネオン倶楽部 ﾅｶﾞﾉﾊﾞﾝﾄﾞﾈｵﾝｸﾗﾌﾞ アルゼンチンタンゴ

32 SWEET 60'S ｽｳｨｰﾄｼｯｸｽﾃｨｰｽﾞ 60’オールディーズ（昭和歌謡含む）

33 タークラターキーズ ﾀｰｸﾗﾀｰｷｰｽﾞ ロック、ニューミュージックバンド

34 楽しい民踊の会 ﾀﾉｼｲﾐﾝﾖｳﾉｶｲ 民踊
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35 トピのミニコンサート ﾄﾋﾟﾉﾐﾆｺﾝｻｰﾄ ヒーリングミュージック

36 クールフロッグス ｸｰﾙﾌﾛｯｸﾞｽ 合唱

37 KOTONONE ｺﾄﾉﾈ クラシックデュオ（夫婦デュオ）

38 正調豊野音頭保存会 ｾｲﾁｮｳﾄﾖﾉｵﾝﾄﾞﾎｿﾞﾝｶｲ 舞踊、音頭

39 チーム「コルツ」長野チアリーディングスポーツ少年団 ﾁｰﾑｺﾙﾂﾅｶﾞﾉﾁｱﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ チアリーディング

40 長沼道秀会 ﾅｶﾞﾇﾏﾄﾞｳｼｭｳｶｲ 和太鼓と舞踊コラボ

41 小林　千穂子〔ZAZAMAMA〕 ｺﾊﾞﾔｼﾁﾎｺ　ｻﾞｻﾞﾏﾏ ジャズボーカル

42 渡辺チエコ心の音 ﾜﾀﾅﾍﾞﾁｴｺｺｺﾛﾉｵﾄ ボサノヴァバンド

43 神洲流吟道会 ｼﾝｼｭｳﾘｭｳｷﾞﾝﾄﾞｳｶｲ 吟詠

44 MJM'S ｴﾑｼﾞｪｰｴﾑｽﾞ ジャズバンド

45 ザ・イスカンダル ｻﾞ ｲｽｶﾝﾀﾞﾙ 合唱

46 あっぷる☆jazz楽団 ｱｯﾌﾟﾙｼﾞｬｽﾞｶﾞｸﾀﾞﾝ
ボーカルコーラス入りビッグバンド
ジャズ

47 アクターズスタジオ長野 ｱｸﾀｰｽﾞｽﾀｼﾞｵﾅｶﾞﾉ ボーカル＆ダンス、ステージウォーク

48 ハワイアンバンドPalekaka ﾊﾜｲｱﾝﾊﾞﾝﾄﾞﾊﾟﾚｶｶ ハワイアンミュージック

49 長野宝生会 ﾅｶﾞﾉﾎｳｼｮｳｶｲ 謡曲

50 信州大学交響楽団 ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲｶﾞｸｺｳｷｮｳｶﾞｸﾀﾞﾝ クラシック

51 黒田亮介・荒井一穂 ｸﾛﾀﾞﾘｮｳｽｹｱﾗｲｶｽﾞﾎ
クラシックギターとウクレレ
（クラシック、ポップス、ハワイアン）

52 Tricolore ﾄﾘｺﾛｰﾚ クラシック

53 長野マジッククラブ ﾅｶﾞﾉﾏｼﾞｯｸｸﾗﾌﾞ マジック

54 ロイヤルハワイアンズ ﾛｲﾔﾙﾊﾜｲｱﾝｽﾞ ハワイアンバンドとフラダンス

55 凛羅 ﾘﾗ 和楽器

56 Kaleidoscope ｶﾚｲﾄﾞｽｺｰﾌﾟ 打楽器デュオ

57 AO VIVO ｵｰ･ﾋﾞｰﾎﾞ ボサノバ・ジャズバンド

58 Duo Palette ﾃﾞｭｵﾊﾟﾚｯﾄ クラシック（ピアノとサックス）

59 ジャンベ軍団・チームアラ還 ｼﾞｬﾝﾍﾞｸﾞﾝﾀﾞﾝﾁｰﾑｱﾗｶﾝ ジャンべ

60 Lind wurm ﾘﾝﾄﾞｳﾞﾙﾑ ピアノ＆ヴォーカル

61 soprano&piano ♫よしみずほ♫ ｿﾌﾟﾗﾉｱﾝﾄﾞﾋﾟｱﾉ　ﾖｼﾐｽﾞﾎ クラシック（ソプラノとピアノ）

62 チーム言の葉 ﾁｰﾑｺﾄﾉﾊ 昭和歌謡曲の再現

63 ANｄSOUL（ｄｕｏ） ｱﾝﾄﾞｿｳﾙ(ﾃﾞｭｵ) 洋楽ポップス

64 本島　洋子 ﾓﾄｼﾞﾏﾖｳｺ クラシック声楽

65 還の会 ｶﾝﾉｶｲ 津軽三味線、民謡

66 NAGANO善光寺よさこい舞流 ﾅｶﾞﾉｾﾞﾝｺｳｼﾞﾖｻｺｲﾏｲﾙ よさこい

67 fleur lapin ﾌﾚｰﾙﾗﾊﾟﾝ ポップス、洋楽（ピアノ＆ヴォーカルユニット）

68 Ａｎdante ｱﾝﾀﾞﾝﾃ ボーカルとギター（ポップス）
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69 ゴールドフォレスト・サックスアンサンブル ｺﾞｰﾙﾄﾞﾌｫﾚｽﾄ・ｻｯｸｽｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ サックスアンサンブル

70 丸山みゆき＆角田忠雄 ﾏﾙﾔﾏﾐﾕｷｱﾝﾄﾞﾂﾉﾀﾞﾀﾀﾞｵ ジャズ、ポップス

71 Ritmus ﾘﾄｩﾑｼｭ バイオリントリオ

72 花柳流日本舞踊　花柳呉峯 ﾊﾅﾔﾅｷﾞﾘｭｳﾆﾎﾝﾌﾞﾖｳ ﾊﾅﾔﾅｷﾞｺﾞﾎｳ 日本舞踊


