同時開催

曳舟駅

第9回

JR 総武線

千葉→

すみだストリートジャズフェスティバル

すみジャズ ZERO

8.18sat19sun

in すみだトリフォニーホール

2018

錦糸町駅

渋谷↓

2018. 8. 17 fri

両国駅

東京メトロ半蔵門線

押上駅

場所：メイン会場 錦糸公園、JR・東京メトロ錦糸町駅、JR両国駅、東武線・京成線押上駅、東武線・京成線曳舟駅、 とうきょうスカイツリー駅
←浅草
東武線東向島駅、東武線とうきょうスカイツリー駅 周辺
後援：墨田区、東京都、一般社団法人墨田区観光協会、東京商工会議所 墨田支部（順不同、敬称略）
都営浅草線
交通：【錦糸町駅】
（JR総武線各駅停車、JR総武快速・横須賀線、東京メトロ半蔵門線）、【両国駅】
（JR総武線各駅停車、都営地下鉄大江戸線）
【押 上 駅】
（東武スカイツリーライン、東京メトロ半蔵門線、都営浅草線、京成押上線）、【とうきょうスカイツリー駅】
（東武スカイツリーライン）
【曳舟駅】
（東武スカイツリーライン）
【京成曳舟駅】
、
（京成押上線）、【東向島駅】
（東武スカイツリーライン）

↑北千住

東武スカイツリーライン

全会場入場無料
お問い
合わせ

第3回 すみだジャズ・フォトコンテスト開催

https://sumida-jazz.jp

39ステージ+ジャズバス 自然災害などにより、
一部内容が変更となる場合がございます。

■主
催：すみだストリートジャズフェスティバル実行委員会
■共同主催：
（公財）墨田区文化振興財団（すみだトリフォニーホール指定管理者）
すみだトリフォニーホールステージ のみ
■同時開催：すみだストリートジャズフェスティバル in ひきふね

一緒に作ろうすみだJAZZ ボランティア募集中！
街おこしを成功させた「高槻ジャズストリート」の全面的な協力を得て開催します
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吾妻 光良 &
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(c) Toshiya Suda
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大友良英＋山崎比呂志
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fox capture plan

OKI DUB AINU BAND

P17・36

バンバンバザール デラックス

P17・37

Dream Session for Sumida 2018

P18・36

鈴木 勲 OMA SOUND
feat.秋山一将

MAY INOUE
STEREO CHAMP
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伊藤君子 with.宮本貴奈
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こまっちゃクレズマ

P17・30・37

Hong soondal Baramnan Jazz

P18・36

P18・37

高木里代子 feat.牧野雅己

パンチの効いたオウケストラ from Inner City Jam Orchestra

P17・36

たをやめオルケスタ

P22・30・34・37

Vermilion Field

すみだの街を

各1枚

第 9 回すみだストリートジャズフェスティバル
今年もキレキレで開催です！
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03 暑さ吹き飛ぶ、ゴージャスラインナップ！
04 ご挨拶
2017年度収支報告
すみだの街を“すみジャズT”で埋め尽くせ！

すみジャズ Tで 埋め尽くせ！
18日（土）11:00～
噴水エリア すみジャズキッズパーク

06 すみジャズMAP
08 メイン会場早わかりMAP
10 防音対策プロジェクト、はじめました！

西山寛紀さんによる
ライブペインティング！

熱中症かも⁉ と思ったら、救護ブースへ！
すみだジャズ・フォトコンテスト開催

実行委員長

サイズ
★Lady’
s
★XS ★S
★M

★XL

★L

すみだジャズ
公式アンセム！
1,000円をご寄付いただいた方に、
プレゼントいたします。

作曲／Vermilion Field
アレンジ曲／たをやめオルケスタ
カバーイラスト／多賀友紀

一度耳にしたらつい口ずさみたくなる、
すみだジャズのアンセムです。
このアンセムは商品ではありません。
1,000円以上ご寄附いただいた方に、感謝
の気持ちを込めてプレゼントいたします。
しかも今なら、すみだジャズオリジナルス
テッカー付き！
本部でお待ちしています。

タオルも
ステキ！
1枚 ¥1,0
00

34,217,188

出

合計

収益（次年度準備金）

8,951,596
3,221,836
10,730,768
3,551,135
1,140,910
62,858
210,000
80
1,200,000
3,600,000
1,548,005

支

入

協賛
前売り T シャツ
当日飲食
当日 T シャツ
当日募金（アンセム含む）
ほか募金
パーティ会費
利子
事務所経費
雨天災害対策準備金
前年度繰越金

バンステ
ゲスト対応
エコ
警備
救護
国際交流
イベント
広報
物流
Ｔシャツ
機材・資材
飲食
運営
地域連携
地域活性化
BBQ
セッション打ち上げ
ホールステージ
写真撮影用資材
次年度事務所経費
雨天災害対策準備金

合計

しでも楽しく協力していただけるよう

イラストレーター
多摩美術大学大学院博士
課程前期グラフィックデ
ザイン研究領域修了。書
籍、雑誌、広告など幅広い
分野でイラストレーション
を制作。
【最近の仕事】JINS「こ
どもレンズ」メインビジュ
アル、NHKラジオテキス
ト「まいにちドイツ語」表紙イラストレーション、
パトリシア・ハイスミス「死者と踊るリプリー」装
画（河出文庫）など。
【主な実績】
HB FILE COMPETITION 2018 副田高行賞。
ONE SHOW 2017MERIT受賞。第33回ザ・チョ
イス年度賞入賞。ペーターズギャラリーコンペ
2015鈴木成一賞次点。第19回ラハティ国際ポス
タートリエンナーレ2014入選など。

買っていただくのだから、こだわり抜

hirokinishiyama.tumblr.com

好きでいてくれるあなた。一緒にT

https://www.tis-home.com/
hiroki-nishiyama

能（たくみ）厚準

436,651
7,246,164
416,988
879,780
11,118
153,480
122,028
2,359,055
310,945
4,535,304
4,199,098
5,655,653
3,066,788
264,161
644,010
271,958
500,000
642,708
25,820
1,200,000
3,600,000

36,541,709

- 2,324,521 円
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※自然災害等の被災地への寄付について
すみだストリートジャズフェスティバルでは、2011年よりイベントによる収益の一部を東
日本大震災による被災地へ寄付してまいりました。
2017年度第8回では、残念ながら支出が収益を大きく上回り、次年度用雨対策費を充て
ました。そのため、被災地への寄付は不可能となりました。
昨年の反省を基に、本年度は少しでも収益を増やし、被災地へ寄付をできるように努力
しています。今年の結果は、後日、サイト上で報告させていただきます。

い「 Tシャツ」を 地 元 のTシャツ
メーカー、久米繊維さんと一
緒に 公式グッズにして、皆さんに少

西山寛紀／にしやまひろき

2017年度収支報告

収

SUMIDA STREET JAZZ FESTIVAL

このイベントを創めて以来9年……。「今年もすみジャズの時
期がやってきたね～」なんて声を周囲で聞くこともしばしば
……。みなさんの「夏の風物詩」の隅っこに加えていただけた
のであれば、とても光栄に思います。手探りでやってきたこの
イベントも、江戸幕府より永く～未来永劫続くものにすべく、
自分を「戦力外委員長」と揶揄しつつ、降りかかってくる仕事
を避けながら(笑)、次の世代へのタスキの渡し方について時折
考えるようになりました。代表や運営が変わっても、一本芯の
通ったイベントでありたい。全ての関係者のみなさんへのサプ
ライズ てんこ盛りの イベントでありたい 。すみだストリート
ジャズフェスティバルに対するみなさんの期待に応えたい。
記念すべき10年目のイベントをどうするか……。既に秘策を練
り始めていますが、みなさんのご支援により、我々の背中を力
強く押していただければ幸いです。もちろん今年も「てんこ盛
り」ですよ!! みなさん、準備はいいですかー⁉ 今年も3日間、
熱く盛り上がっていきましょう!!!

協力／一般社団法人
東京イラストレーターズ・
ソサエティ（TIS）

すべてボランティアで賄っている私
たちすみジャズは、フェスには外せな

にと想いを込めて作っています。折角
いたものにしたい。だからすみジャズ
Tは素材もデザインも毎年とてもこだ

わって、普段でも着たくなるT

シャツを目指して作っています。

Tシャツの利益はすみだジャズの運
営費となります。このTシャツを購入
いただくことは、全会場無料のす

みだジャズを応援いただくこ
とになるのです。
すみだジャズはこの 街にもっと音
楽が鳴り響いて、もっと沢山の人の笑
顔が町に溢れてほしい、老若男女問
わずもっともっと沢山の人に楽しんで
もらいたいからこそ、全会場無料

としています。少しでもすみジャズを

シャツを 着て、すみジャズを
もっと盛り上げてください！

SUMIDA STREET JAZZ FESTIVAL

11 すみだジャズ自慢のフェス飯！
12 大人も子供も楽しいゾ イベント＆パフォーマンス！
16 イベント前よりきれいなすみだに！ 環境にやさしく演奏したい！
17-23 、26-31 、33 ステージ＆イベントスペース＆キッズパークスケジュール
24 出演バンド・パフォーマー一覧
32 動くステージ⁉ 時刻表付きジャズバススケジュール
34 すみだストリートジャズフェスティバル in ひきふね
36 出演協力ミュージシャン＆団体プロフィール
40 一緒にすみだジャズを作ろう！
42 ご協力いただいたみなさま・協賛一覧
44 Special Supporter
46 ご協力いただいたみなさま・協力町会・実行委員・ボランティア一覧

大きなキャンバスに、
自身がデザインした
すみジャズ T の
イラストレーションを描きます。

すみジャズTをぜひ身に
着けてほしいのです!

Photo：CrossPhotoService
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今年はイラストレーター、
西山寛紀さんの作品だ！
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すみジャズinひきふねは
「すみだの力応援助成事業」の
ひとつです。
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園」です。避難の際は、スタッフ、ま
たは建物内の管理者の指示に従い、落
ち着いて行動してください。
大規模停電時は、公共交通機関等へ
の人の集中の緩和のため、一部会場は
演奏を継続している場合があります。
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すみだトリフォニーホール 大ホール（金曜のみ）
（Tシャツおいてます！）
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08
すみジャズＴシャツ
はこちら！

四ツ目通り

地下鉄出口
交差点

地下鉄出口

会場 02

39

38

SUMIDA STREET JAZZ FESTIVAL

←錦糸町駅

03

18

19

28

会場

B

23

噴水エリア
キッズパーク

35

24
一般休憩テント

顔にボディに絵を描いちゃおう！

32

31

30

29

22

21

会場 01

06 07

ココ！

by 松下運輸

ちびっこにおすすめ！

15

トイレ・喫煙所

→

大ヒットジャズマンガの
グッズがあるよ！
by セブンネットショッピング

グッズの展示！

by 防衛省自衛隊東京地方
協力本部江東出張所

オフロードバイクに
乗れるかも⁉

by JR 東日本

ペーパークラフトで
電車作り。

by 本所警察署

白バイにも乗れるかも⁉

乗れる⁉

を 19 パトカーに
18作新幹線
っちゃう⁉

by 京成バス

ゴミは分別
して捨てようね。

自衛隊
17グッズをゲット！
すみまるくんに乗ろう！

すみまるくん

16

グビグビ、いきましょう！

ハイボール エコブース

14

By 丸源飲料工業

スムージーでクールダウン！

スムージー！

13「BLUE GIANT」
グビグビ、いきましょう！

ビール

12

by 医療法人社団スマイル
プラス宇田川歯科医院

正しい歯の磨き方がわかる！

まかせて！

10歯のことなら 11 フルーツ

スタッフが心を込めて
作ります。

体育館

08
09縁日
飲食ブース やってます！

テニス
コート

ジャズバス
のりば

拡大図

ジャズバスのりばへ

オリナス側道路

ゴミは分別
して捨てようね。

良質のスピーカーは
ほしくなったらこちら。
by インフォトランス / コスモサウンド

by コープみらい

何があるかはお楽しみ！

スタッフが心を込めて
作ります。

おいしい日本酒
販売中！

by JAF（一般社団法人日本自動車連盟）

シートベルトや
反射材効果体験ができる！

26スピーカー 27試飲、試食 28
29 日本酒
してます
販売
！
飲食ブース 好きはこちら！
実施中！

by NPO法人国際
ボランティア学生協会

消防車が来るよ！
by 本所消防署

けん玉、コマ、
ぬりえ、すいか割り……
ちびっこ集まれ！

イベント広場

35

グビグビ、いきましょう！

カクテル

こまめに水分をとろう！

ソフトドリンク

すみジャズＴシャツはこちら！
パフォーマンスもあるよ。
何があるかはお楽しみ！
by 一般社団法人東京イラスト
by パルシステム
レーターズ・ソサエティ（TIS）

by タワーレコード

CD販売中！

CDがあるかも!?

グッズ

あったら、
聞きに来てね。

※ブース位置、内容は予定です。変更の際はご了承下さい。

by NPO法人日本ラテン
アメリカ友好協会
（JLA）

ラテンアメリカの文化に触れよう！

風
36CD販売 37「リメンバーミー」
出演者 39
インフォメーション
お面作り！ 38
わからないことが

シロップかけ放題
かき氷～。

すみジャズ 34
33シャツ
といえば 32
試飲、試食
販売中！
30 ビール・ 31 夏
Ｔ
のどが渇いたら
実施中！
かき氷！

具合が悪くなったら、
遠慮なく！

救護ブース

25

by JRAウインズ錦糸町

オルフェーブル（馬像）
が来るよ！

JAF で
21 ミラクル 22 消防車に 23
24
なれちゃう⁉ ペイントで遊ぼう！
エコブース 安全体験！
乗ろう！

20 騎手に

37

36

34

33

20

16

15

13 14

錦糸公園内広場

26 27

会場

17

ハイネケン・キリン
ステージ（緑のステージ）

CDがあるかも!?

一般休憩テント

09 10 11 12

08

02 03 04 05

MAP
一般休憩テント

09

by 墨田区観光協会

すみだの情報が手に入る！

グッズ

25

台湾名物を紹介！

by 台湾日本友好文化交流協会

06 すみだ 07 出演者
観光案内

by 新星堂

CD販売中！

04CD販売 05
台湾を知ろう！

迷子や
落し物などの
情報はこちらです。

A

イベント
ステージ

会場

すみジャズ
02 本部 03
シャツ
販売中！
Ｔ

わからないことが
あったら、
聞きに来てね。

01
インフォメーション

®

01

メイン会場
早わかり

SUMIDA STREET JAZZ FESTIVAL

↑東京スカイツリー
メイン
ステージ

防音対策プロジェクト、
はじめました！

どうするの⁉
１

音をもらさない音量対策
錦糸公園内ステージ後方に、吸遮音壁の設置。

２

反射・吸遮音壁のよる音量対策
メインスピーカータワーに反射・吸遮音壁の設置。

３

シミュレーションによる音量対策
事前の音響（環境）シミュレーションの実施。

４

スピーカー設置による音量対策
メインスピーカーの設置方法の改善。

５

音響（騒音）測定の実施
音響（騒音）測定の結果をもとに、音量指導。

東京 23 区内での屋外音楽フェスの課題である防音対策
に、すみだジャズは率先して取り組んでまいります！

熱中症かも⁉と思ったら、救護ブースへ！

すみだジャズ自慢のフェス飯！

すみだジャズを楽しむなら

自覚症状を感じたら、助けを求め、救護ブースへ！
近くの人が具合が悪そうに見えたら、
すぐに声かけ、救護ブースへ！ご相談もお気軽にどうぞ！
□頭痛
□吐き気
□めまい
□手足のしびれや震え
□冷や汗

□肩こり・首筋の張り
□こむら返し
□顔のほてり
□体のだるさ

匠の塩タブレット、
救護・本部・イベントブース、
各ステージにあります。
ご自由にどうぞ！
協賛／サラヤ㈱

？
だれ派
塩
は
あなた 焼き派？
照り

キ
ー
テ
ス
ン
キ
チ

スタッフが
心を込めて作ります！

１．水分、塩分はこまめに摂取！
２．こまめに涼しい場所へ移動！
３．なんかおかしい、と思ったら我慢しない！

熱中症の症状

全会場無料のすみだジャズでは、出演者、来場者、周
辺住民、すべてが快適に楽しめるイベントを目指して
います。そこで、2018 年第 9 回より、防音対策プロジェ
クトを開始します！

自分も周囲も

真

※写

限定 OPEN！

フローズンスムージー
＠吾嬬町カフェ

羽先
串カツ＆赤手
から

大好評のモナクリスタルフローズンスムージー !!
（りんご、トロピカル、ブラッドオレンジ＆ピンクグレープフルーツ）
トーキョーサイダーを使用したドリンク販売
by 丸源飲料工業㈱

協力／

第3回 すみだジャズ・フォトコンテスト開催

ト
フランクフル

す。
きで
焼
り
は照

だでも！
名古屋の味をすみ

感じたら、迷わず周囲の人に声をかけましょう！

みんな大好き！

よ～！
じゃう
ん
進
ルが

すみだジャズの楽しさが伝わる写真や、すみだジャズに出演したくなる
写真を募集します！

ば
そ
き
濃口焼 東洋水産
ビー

撮影対象ステージ

以下のステージを除いたステージおよびステージ周辺
対象外：メインステージ&緑のステージ(錦糸公園内の風景は可)、
トリフォ
ニーホール（大ホール、小ホール、大ホールロビー）、東武ホテルレバント
東京
たくさんのご応募をお待ちしています。
詳細は、ホームページをご覧ください。
写真コンテスト賞品協賛／久米繊維工業㈱、海鮮居酒屋MARU、馬刺し
居酒屋、パンダジュース、カフェ シュクレ

チ
ム
キ
場！

初登

2017年すみだジャズ写真展、開催中！

豚

以下の場所で、2017年のすみだジャズ写真展を開催しております。ぜひ足を運んでください。
久米繊維工業、emishi、OLD SCOT、海鮮居酒屋MARU、モクシー東京錦糸町

どっちで乾杯⁉

協力／

生ビール

インステージ
ードライはメ
アサヒ・スーパ
テージ
の
ケンは緑 ス
キリン・ハイネ

ます‼
ビール、出前し

ク
ソフトドリ補ン
給！
こまめに水分

ハンドラボで
手をきれいに！
食べる前に！ 本部と飲食販売
ブースにある、サラヤのハンド
ラボを1プッシュ。きれいな手
で食事をしてね。
※スタッフも使用します。ご了
承ください。協力／サラヤ㈱

題⁉
シロップかけ放

氷
かき
きにして！
もう好

SUMIDA STREET JAZZ FESTIVAL

SUMIDA STREET JAZZ FESTIBAL

SUMIDA STREET JAZZ FESTIVAL

10

00

11

※写真はイメージです。仕入れによって多少異なることがあります。ご了承ください。

子
菓
駄 ラリー

プを集めよう。
ジして、スタン
ン
レ
ャ
チ
に
ン
ョ
アトラクシ
もらえるよ！
ほど、駄菓子が
”を考える
集めれば集める
健
星・環境・ 康
衛
“
、
で
着
先
さらに
ント！
派洗剤をプレゼ
サラヤ㈱の自然
㈱
ヤ
ラ
サ
・
店

スタン11プ
時～16 時
スラックライン体験

（スポーツ綱渡り）

バランスを取りながら渡る、スポーツ綱渡
りに挑戦！
協力／㈱ウェーブワークス

線路への落とし物に注意！
！

マジックハンド体験！

時速 5 ㎞の衝突体験！

シートベルト
コンビンサー登場！
エアバッグ体験も！

クイズに答えたら、

美大生と一緒に自分オリジナルの楽器をつくって演奏しよう！

意外と難しいよ！

三冠馬 オルフェーヴル！

本所消防署
18日（土）のみ11:00 ～14:00
消防車がやってくる？！
コスチューム撮影会もあるよ！

すみまるくんコーナー
有料体験！
！

剥がせるから安心！
ミラクルペイント™で

フェイスペイント

18日（土）19日（日）10:30～18：30

協力／ NPO 法人国際ボランティア学生協会（IVUSA）
https://www.ivusa.com/ ・ （株）POOL

ラテンアメリカの文化に触れよう！

リメンバー・ミー風
お面づくり

18日（土）19日（日）11:00～16：00
※無くなり次第終了
協力／ NPO 法人日本ラテン
アメリカ友好協会（JLA）
https://www.jla-npo.org/

パステルアート体験

18日（土）10:30 ～18:30
19日（日）10:30 ～17:00
オルフェーヴルの等身大馬像が登場！
※身長等による制限をさせていただく
場合がございます。
協力／ JRA ウインズ錦糸町

墨田区内循環バス
「すみまるくん」がやってくる。
制服を着て記念撮影しよう！

パステルを使って絵を描こう！
初めてでも大丈夫！

防衛省 自衛隊

東京地方協力本部

江東出張所

18日（土）19日（日）10:30～15：00
コルク銃による射的で、自衛隊グッズをゲット！
オフロードバイクに乗れるかも？

すいか割り
甘～い尾花沢すいかを、
みんなで割って食べちゃおう！
協力／尾花沢市観光物産協会

本所警察署

18日（土）19日（日）
11:00～13：00

白バイ＆ミニパトに乗ろう！ピーポ君もくるよ！
18日はフェアレディＺパト車登場？！

う！
親子で遊ぼ
クション
体験アトラ

！
ト
ン
ベ
イ

水エリア
噴
園
公
糸
錦
パーク
ズ
ッ
キ
ズ
すみジャ

SUMIDA STREET JAZZ FESTIVAL

SUMIDA STREET JAZZ FESTIVAL

子供安全運転
免許証を発行！

美大生とオリジナル楽器
「デコパチ」をつくろう！

すみだのご当地キャラ、おしなり
くんとあづちゃん、スミダイルを
完成させよう！
協力／おしなり商店街振興組合・
本所吾妻橋商店会・
フウガドールすみだ

12

13

マジックハンドで駅員の仕事を体験！

反射材
効果体験！

わなげ

昔遊びをマスター
しよう！

キッズパークでお配りしています。
匠の塩タブレット（ピーチ味）協力／サラヤ㈱

協力／ JAF（一般社団法人日本自動車連盟）

駅長になりきって記念撮影♪

コマ

塩タブレット配ってます！

協力／ JR 東日本

駅長服を着て
撮影しよう！
！

世界的に盛り上がって
いる「けん玉」を体験！

熱中症の強い味方！

18日（土）19日（日）11:00～16：30

パチカ× 東京造形大学コラボ企画

けん玉

日本の夏、金魚すくいの夏！

18日（土）19日（日）11:00～16：00

ペーパークラフトで電車を作ろう！

パチカ教室

パチカは 2 つの球を 1 本のヒモでつないだ楽器。
アフリカで生まれたパチカに触れてみませんか？
どんな音になるのかな？
HP:http//www.patica-world.com

おもちゃ金魚すくい

JAF で
安全運転体験！

ペーパークラフトで
電車を作ろう！

アフリカ生まれの楽器ってどんな音？

ん・㈱岡田商
協力／㈱やおき
。
て予定予定です
全
※内容・時間は
ざいます。
ご
が
合
場
る
な
予告無く変更に

電車好き集まれ！
JR 体験コーナー

ぬりえ

イベントステージにて
パフォーマンスあり。

駅長犬がやってくる！
18日（土）
・19日（日）
12:00～13:00・
14:30～15:30
錦糸公園メイン会場
（ステージ NO.1）

ＪＲ東 日 本 千 葉 支 社 か ら
やってきた！！マスコット
キャラクター駅長犬です。

墨田区

躰道道場 志錬会

19日（日）12:30～
大横川親水公園イベント広場
亀沢フェスティバル会場（ステージ NO.30）
躰道とは、空手を発展させた新しい魅せる武道。
相手の攻撃を受け止めるのではなく、体を動かし
てかわすという武道の世界をチェック！
http://www.taido-shirenkai.net/

協力／ JR 東日本

ターフィーくんと
キティちゃん
ふれあいタイム

錦糸公園メイン会場＆キッズパークに遊
びに来るよ！時間はP19で確認してね。
協力／JRAウインズ錦糸町

今年の T シャツをデザインしてくれた
西山寛紀さんパフォーマンス！

18 日（土）11:00～ パフォーマンス
19 日（日）11:00～ イラスト体験

T シャツのイラストをビッグに描くよ !!
協力／一般社団法人東京イラストレーターズ・
ソサエティ（TIS）

スミダイル登場！

墨田区非公認キャラ、スミレン
ジャイが、すみだジャズを守りに
来るよ！ 協力／地球防衛軍

フウガドールすみだのマスコット、
スミダイルが遊びに来るよ！
いつ登場するかはお楽しみ♪
協力／フウガドールすみだ

錦糸公園メイン会場
＆キッズパーク

-freestyle
basketball crew
-

StayOn

元気いっぱいのパフォーマンス☆

スタジオ BOS☆キッズ

18 日（土）19 日（日）
随時開催
イベントステージ（会場 A）
・広場（会場 B）

上板橋、錦糸町スタジオのダンス、アクション、
体操クラスのキッズたちが登場！

デビルスティック
世界チャンピオン
ジャグリング CONRO

バレエ・コンテンポラリーの
魅惑のショー！
Ballet&Dance

UNO

19 日（日）午後
錦糸公園内広場（会場 B）

StayOn

19日（日）随時開催
広場（会場 B）

早稲田大学を中心に、学祭、ライブハウス、
児童館、商業施設等幅広いフィールドでパ
フォーマンス中。音楽とバスケットボールが
融合した、明るく楽しいパフォーマンスをお
届けします！

パチカ パフォーマンス！

Kakuei

18 日（土）19 日（日）随時開催
イベントステージ（会場 A）
・広場（会場 B）

パチカ奏者、Kakuei さんによるパチカ
が楽しめる！ アフリカで生まれた楽器
なのに、奏法は日本で創作されたもの
が多いパチカが、今年もすみだジャズ
に登場。Kakuei さんが奏でるリズムを
全身で感じよう！

SUMIDA
SUMIDASTREET
STREET JAZZ
JAZZ FESTIVAL
FESTIBAL

SUMIDA
SUMIDA STREET
STREETJAZZ
JAZZFESTIBAL
FESTIVAL

「ダンス」の枠を広く捉えて指導をするバレ
エ＆ダンススタジオです。

フリースタイル
バスケットボール

キッズパーク
では教室あり！

14
00

00
15

19 日（日）夕方頃開催
錦糸公園内広場（会場 B）

世界大会準優勝
の技を刮目せよ！！
ヨーヨーパフォーマー

ヒラク

19 日（日）15:40 頃～
錦糸公園内広場（会場 B）

すみだジャズは音楽だけじゃない！
錦糸公園噴水エリア・すみジャズキッズパークで
待ってます。

ス
ン
マ
ー
パフォ

スミレンジャイ
と遊ぼう！

STAGE SCHEDULE
1 ステージ 40 分が基本です。ドリンク片手に、気になるミュージシャンの演奏に酔いしれよう！
※店舗内でのステージは通常営業をしています。ご注意ください。

全39ステージ＋ジャズバススケジュール

01 錦糸公園

メインステージ
18 SATURDAY

～

大山日出男セクステット

13:30

fox capture plan

12:50

～

13:00

15:00

15:00
～

14:00

14:20

15:50

16:30
～

16:00
17:00

17:10

～

17:40

18:00

18:30

P37をご参照ください。

P36をご参照ください。

吾妻 光良 & The Swinging Boppers
P36をご参照ください。

11:00
～

P39をご参照ください。

11:40
12:00
～

12:10

りっしすいぶ
（立志舎高校吹奏楽部）

12:40

13:30
～

12:00

11:40

14:20

14:50
～

11:00
～

11:00

T シャツ
売ってます

19 SUNDAY

オープニング・区長挨拶

15:40

Hong soondal Baramnan Jazz

16:20

鈴木勲OMA SOUND feat.秋山一将

17:40

P37をご参照ください。

P37をご参照ください。

～

10:50

17:10

～

10:30
～

10:00

プロ出演のほか、ビッグバンドやパフォーマンスなどなど。
目の前に飲食ブースもあり！

18:30

SHOBI Jazz Orchestra (feat. JiLL-Decoy association)
P39をご参照ください。

立志舎 Brass band and 応援部
（立志舎専門学校）
P39をご参照ください。

たをやめオルケスタ
P36をご参照ください。

バンバンバザール デラックス
P37をご参照ください。

Dream Session for Sumida 2018
P36をご参照ください。

TRI4TH
P36をご参照ください。

19:00

SUMIDA
SUMIDASTREET
STREET JAZZ
JAZZ FESTIVAL
FESTIBAL

音楽にひたすら没頭する2年間
その先にプロフェッショナルへの道が見えてくる

JAZZ-POPULAR
ジ ャ ズ・ポ ピ ュ ラ ー 学 科
音楽総合アカデミー学科

16
00

〒113-0033 東京都文京区本郷4-15-9
[入学・進路に関するお問合せ]
0120-039881

4年制 ●ジャズ・ポピュラーコース

20:00
SUMIDA STREET
STREETJAZZ
JAZZFESTIBAL
FESTIVAL
SUMIDA

尚美ミュージックカレッジ専門学校

しょうび ミュージック

17
00

第9回 すみだストリートジャズフェスティバル
プログラム広告

18日・19日

～

13:00

19:00

10人編成の熱きGrooveをお楽しみに！

Swinky

～

12:40
13:00

BANANA NEEDLE

日本発！ポップで踊れるハモンドオルガンインスト！

SANOVA

14:10

ブルーズ･ザ･ブッチャー + うつみようこ

14:10

THE SOUL HAWKERS feat JAMES ONODA

16:50
17:40

P37をご参照ください。

15:30
～

Keishi Tanaka

16:20

P37をご参照ください。

高木里代子 feat.牧野雅己 from Inner City Jam Orchestra
P37をご参照ください。

随時開催

18日

・ヨーヨーパフォーマー
ヒラク
・パチカパフォーマンス
Kakuei
18日・19日

ターフィーくんと
キティちゃん
18
（土）
①11：00～11：30
②13：30～14：00
③17：00～17：30

噴水エリア

随時開催

スミダイル登場！
18日・19日

駅長犬 登場！
①12：00～13：00
②14：30～15：30

アトラクションに
チャレンジして
駄菓子をゲット！

パンチの効いたオウケストラ

MAY INOUE STEREO CHAMP

03 広場近くで待ってるよ！

P36をご参照ください。

17:40

P37をご参照ください。

・19日（日）
自衛隊ブース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18日（土）

OKI DUB AINU BAND

19:00

P36をご参照ください。

18:10
19:00

こまっちゃクレズマ
P36をご参照ください。

消防署ブース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18日（土）のみ
警察署ブース

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18日（土）
・19日（日）

・19日（日）
すみまるくんブース ・・・・・・・・・・・・・ 18日（土）
・19日（日）
JRAウインズ錦糸町ブース ・・・ 18日（土）
・19日（日）
JR東日本ブース ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18日（土）

11:00～16:00

・すいか割り
・おもちゃ金魚すくい
・ぬりえ
・パステルアート体験
・パチカ教室
・わなげ
・けん玉
・コマ
・スラクライン体験
・デコパチづくり

錦糸公園内広場

18 11:00
SATURDAY

12:00

12：00

13:00

The Best Ever
Brass Band
2014年結成のニューオリンズ
スタイルブラスバンド。

14:00
15:00
16:00

15：50

17:00

Shan dance
art atelier
P38をご参照下さい。

19 11:00
SUNDAY

03 広場で開催！
！
19日

・Ballet & Dance UNO
午後開催
・ジャグリングCONRO
夕方随時開催
・スタジオBOS☆キッズ
15:40頃～
・フリースタイルバスケ StayOn
随時開催

12:00

12：30

13:00

油井ジョージ
ワンマンバンド
たった1人で全11種の楽器を
同時演奏して歩きます！

14:00
15:00

15：10

16:00

GooGoo
GumboBros.
土くささ満点のニューオーリンズ
ジャズバンド!!

17:00

SUMIDA
SUMIDASTREET
STREET JAZZ
JAZZ FESTIVAL
FESTIBAL

SUMIDA
SUMIDA STREET
STREETJAZZ
JAZZFESTIBAL
FESTIVAL

・19日（日）
JAFブース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18日（土）

03 錦糸公園

18
00

00
19

20:00

18日・19日

協力／㈱やおきん、サラヤ㈱
㈱岡田商店

16:50

18:10

すみジャズキッズパーク

アトラクション体験ごとにもらえるスタンプを
集めると、駄菓子がもらえるゾ！
さらに先着で“ 衛生・環境・健康 ”を考える
サラヤ㈱の自然派洗剤プレゼント！

19
（日）
①11：00～11：30
②13：30～14：00
③16：30～17：00

～

16:20

15:00

～

15:30

P37をご参照ください。

～

ジャズチャート1位を1ヶ月以上継続/ピアノインスト。

～

18:00

Floor+

12:00

conviano

convianoはスポーツ！と称されるラテンジャズ。

13:40

～

17:00

11:40

P37をご参照ください。

～

16:00

P38をご参照ください。

13:40

15:00

15:00

奥本めぐみ Flamenco-Jazz-Funk TRIO

～

～

12:40

～

14:00

11:40

11:00

～

12:00

12:00

～

11:00

11:00

13:00

イベントステージ

錦糸公園

～

10:00

メイン会場

B

錦糸公園

～

ハイネケン・キリンステージ（緑のステージ）
18 SATURDAY
19 SUNDAY

A

～

02 錦糸公園

STAGE SCHEDULE

T シャツ
売ってます

プロアマ含んだ、ジャズの魅力たっぷりのステージ。
緑の中で生演奏を満喫！

～

STAGE SCHEDULE

押上・業平
4 〜 10 stage!
フレッシュジュースを飲みながら、心地
よい音楽を！

ロック、ブルースを満喫したいアナタに
おすすめ。クーラーのきいた場所で楽し
もう！

神様にいちばん近いステージで、スムー
スジャズ、フュージョンをお楽しみくだ
さい！

お客様にいちばん近いステージで、心地
良いジャズをご堪能ください！

SUMIDA STREET JAZZ FESTIVAL

SUMIDA STREET JAZZ FESTIVAL

仕事も遊びも、アートも音楽も、旅も 東京スカイツリー®の真下で、いろいろ
コーヒーも、あなたの人生を楽しむ場、 なジャンルの演奏に出合えます！
ジャズを楽しんで。

20

21

生のクラフトビールが自慢のゲストハ
ウス＆バーは、ノンジャンル！

横川・錦糸町駅
北口
11 〜 17 stage!

すみだジャズ自慢のホール。お隣に「す
みだパークプレイス」が open ！

スタンダードジャズは、おしゃれなカ
フェでじっくり聴きたい！ コーヒー
が美味。

すみジャズ名物⁉ 銭湯だけに？ 銭
湯ステージはアコースティック系を集
めてみました～！

地域住民に親しまれている賛育会病院
の駐車場がステージに！

御谷湯 2 階の障害者支援施設がステー
ジに。音楽を楽しんだら、ひとっ風呂浴
びよう！

コーヒーの香り漂う空間で、上質の音楽
を。じっくり音色を楽しみたい人に。

ポップ＆ジャズはＢＡＲ空間で。ここの
モヒートうまいっす！

各ステージの開始時間に
ご注意下さい！

03-5819-2022
OPEN19䠖00 䡚 AM3䠖00㻌火曜定休

22

〒130-0012㻌東京都墨田区太平 3-8-2-2F

23

SUMIDA STREET JAZZ FESTIVAL

BILLIYARDS & DARTS

SUMIDA STREET JAZZ FESTIVAL

うずくん、
てるてるぼ
ー !!
ありがとう

SUMIDA STREET JAZZ FESTIVAL

アート石井夢バンド… …………… 28
R2H………………………………… 14
青木トリオ… ……………………… 12
AOSABA…………………………… 30
AOYAMA… ……………………… 17
赤坂スウィングオーケストラ… …… 37
あかすとさがら… ………………… H5
秋山聖悟…………………………… 6
aggressimo trio… ……………… 22
アコースティック FSP……………… 23
Acoustic ★ Jam… ……………… 40
Aco De Tyler……………………… 35
acope, Strings and Sings Trio…… 36
明日は明日の風バンド… ………… 36
AZUMA 吹奏楽団………………… H3
あ！son de 下町…………………… 17
吾妻 光良 &
The Swinging Boppers… ……… 1
After School Orchestra… ……… 25
Afternoon Dolce… ………………… 5
APOLLO…………………………… 31
あまのせきや… ……………… 31、H2
あみ………………………………… 24
aya Sueki… ……………………… 11
AYATORI… ……………………… 20
あや乃 with ミルキーセピア……… 34
荒井亮介 Trio… …………………… 6
荒川さくら Swing… ……………… 29
有坂卓訊………………………… H1
アルコウ… ………………………… 12
Alumni… ………………………… H3
Untitled Jazz Orchestra… ……… 29
アンチテーゼ… …………………… 35
安東組…………………………… 10
Unknown… ……………………… 33
アンバルワリアーズ… …………… 24
EarSigher… ……………………… 18
飯田久美子 (Vo)with TipHop…… 18
yesterdaytrace…………………… 26
YELLOW BLUES KENNY… ……… 20
池袋盆 BAND………………… 25、30
石川良男…………………………… H5
イシタニタイジュ鍵盤ハーモニカ Trio… … 33
伊瀬 雄亮… ………………………… 4
一ノ瀬大悟デュオ… ……………… 24
一文字屋………………………… 40
伊藤君子 with 宮本貴奈… … 11、H1
INENAGA TRIO with A…………… 34
井上＆帆足 Duo… ……………… 36
伊万里…………………………… H2
In ABA… ………………………… 17
WINS 阿佐ヶ谷… ………………… 24
VOODOO LOTUS… ………… 13、39
watercolors… …………………… 17
唄三線てらっちょ& とーる………… H2
内田崇雄× tatsu ×栗原務……… 11
宇都宮 一亮…………………… 31
うみねこや… ………………………… 6
EIKO ＋鈴木不尽子… …………… 28
Eiko Solaris Trio
～ ソラリスエイコトリオ ～…… 18
えいとまん倶楽部… ………………… 5
AMOMA…………………………… 27
"A" dance unit &
HIROKO'S キッズダンスクラブ…… 41

A.B.E.Band… …………………… 25
エキゾチック ララバイ…………… 32
駅長犬……………………… A、B、3
NF4………………………………… 33
エノモトヒデキ… …………………… 7
Fo-X Jazz Unit… ………………… 26
F gicco あおいかなえ… ………… H4
Every Single Note… ………… 7、16
emma……………………………… 26
m ＆ m デュオ… ………………… 23
MJH7… ……………………………… 5
Eri Liao… ………………………… H1
オオカワオオタ… ………………… 32
Authentic Flavors… …………… 22
大田垣正信……………………… 37
大友良英＋山崎比呂志…………… 41
大山日出男セクステット……………… 1
オールドファッションバディーズ… … 26、H3
小川こはく… ………………………… 6
OKI DUB AINU BAND… …………… 2
奥平ともあき… …………………… 21
奥本めぐみ Flamenco-JazzFunk TRIO………………2、30、H4
小倉奨一朗……………………… H5
おしなりくんバンド…………………… 9
乙三………………………………… H3
おっと♪もっと… ………………… 14
オトナ BOX………………………… 26
おとなり… ………………………… 19
The Onion Flowers… …………… 25
Orqesta Caliente… ……………… 37
オルフェーヴル（馬像）……………… 3
恩田邦夫 with the QUICKSAND…… 35
ONLYesterday… ………………… 29
か Gaudi……………………………… 30
帰ってきたキューピッドガールズ… H1
Kaori Okubo KT Jazz… ………… 35
かをり＆かずこ with
立志舎高校演劇同好会……… 41
Kakuei… …………………………… B
カジートとミユキータ……………… 27
柏原郁子………………………… H4
勝井祐二 辻コースケ デュオ……… 41
Gato Negro… …………………… 22
金子のぶゆき……………………… H4
夏音……………………………… 12
樺沢＆奥村……………………… 20
colors……………………………… H5
Kanke & Gen……………………… 31
Key Walk Jazz Club… …………… 32
北高 5・6・7・8… ……………… 36
KITT… …………………………… 30
木邑結…………………………… 32
Cat4… ……………………………… 9
canola… ………………………… 25
キャホホイ楽団… ………………… 25
京島八広歌声喫茶……………… H4
Kiryu friends……………………… 18
KIRISOUL… ………………………… 9
キンカテラス… …………………… 19
KING COLUMBIA… ……………… 11
KING PILLAR……………………… 15
GooGooGumboBros.… …………… 3
久住祐太 with O'sJazzOrchestra…… 37
Good Morning Jazz Orchestra… H3
ぐでんぐでん〜すっぱいギタートリオ〜…… 14

KUNO1… ………………………… H5
熊代竜太朗 & 美那子… ………… H5
Glass beads… ……………………… 7
CLUB THE THIRD… ……………… 37
cram… ……………………………… 5
栗田洋輔 X 柳原由佳 DUO… …… 28
cross point duo… ……………… 20
clock pulse… …………………… 22
Keishi Tanaka… …………………… 2
KJ… ……………………………… 26
K2… ……………………………… 28
月光奏流………………………… 8、H3
Cerasus Lepus… ………………… 39
Ken AKASHI solo… ……………… 27
コッケイジャパン… ……………… 30
58Special… ……………………… 31
KoToNa… …………………………… 5
寿 Band… ………………………… 30
kobami&friends… ……………… H4
小日山拓也………………………… H4
COBRA… ………………………… 38
こまっちゃクレズマ…………………… 2
小松農場………………………… 37
komeko with Fukuto… …… 36、39
コリメンズ… ……………………… 10
conviano… ………………………… 2
CONJUNTO SOBRIO……………… 25
CONRO… …………………………… B
さ サイケデリック マンダム…………… 27
斉藤シラベ "show" ケストラ……… 23
斉藤シラベ………………………… 39
Sound Of Spirit………………… 4、16
THE 音楽部… …………………… 34
The Cow Jumping
Over The Moon……………… 31
the CRAZY ANGEL COMPANY… H3
The Coywardz… ………………… 25
佐々木健太郎 (Analogfish)……… H1
The Saxes Generation…………… 23
ザ・ショッキング… ……………… 33
The Three Funks… ……………… 38
THE SOUL HAWKERS
feat JAMES ONODA……………… 2
咲月…………………………………… 4
SAX30'S…………………………… 26
都乃 -SATONO-…………………… 15
さにあらず… ………………………… 5
SANOVA……………………………… 2
The Happy Sax……………………… 6
The Hammondz… ………………… 8
The Piggyback………………… 4、16
サファリパーク Duo… …………… 32
The Best Ever Brass Band… ……… 3
ザボ犬ショーケストラ……………… 29
The Honolulu Stomp Jug &
Swing Band… ………………… 23
The mammy rows… …………… 34
Samaru Band… ………………… 18
寒がりホットライン………………… 22
THE 461 BAND… ………………… 32
The Loose Bossa… ………………… 4
the ルニア… ……………………… 17
サンサーラみずかとキングコングス……… 35
３時のおやつ………………………… 5
SUNDAY PANNIST… …………… 34
The Under Wisteria……………… 33

G3… ……………………………… 36
J ボッサ ’S… …………………… 7、H2
ZiZi…………………………………… 9
シソバジル… ……………………… 28
下町青空お笑い劇場……………… H1
City Graffiti… ……………………… 8
しばあみ… ………………………… 30
SHIBAQLO………………………… 28
柴田ヒロキ………………………… 13
GYPSY JAPAN… ………………… 21
SHIMAKIN9… …………………… 33
下堀 福男 ＆
The No.3 Big Band… ………… 29
jaja… ……………………………… 33
Jazzkoto × guitar… …………… 24
Jazz Study Group…………………… 9
Jazztricot… ……………………… 28
ジャズぱんだ… …………………… H2
Shan dance art atelier… ………… 3
Sugar Spring Jazz Band………… H3
Sugar Nap…………………… 16、17
Jr.JAZZERCISE… ………………… H1
JOYFUL PAIR………………… 15、16
情熱 Dream… …………………… 30
SHOBI Jazz Orchestra (feat.
JiLL-Decoy association)… ……… 1
Joecool… …………………………… 9
JYOROU-KUMO… ……………… 20
シラフ… …………………………… H2
しるくにらんか… ………………… 22
白鳩太鼓…………………………… H1
新世紀くらぱーず… ……………… 19
SWEED… ………………………… 22
スイートレイジー… ………………… 9
z.i.t!………………………………… 22
Sweet Little Soul………………… 31
Swinky… …………………………… 2
Swing Bees Jazz Orchestra… … 29
Swingbeats Orchestra… ……… 29
Sween-Bee… …………………… 18
Super "Ginger" Session IV………… 9
Soory aur Haath… ……………… 34
SCARLET… ……………………… 32
スカイツリーズ… ………………… H3
鈴木勲 OMA SOUND
feat. 秋山一将… ………………… 1
鈴木勲 OMA SOUND… ………… 11
鈴木楽器製作所 PREZENTS
ケンハモ @music… ………… 33
スタジオ BOS ☆キッズ… …………… B
StayOn… …………………………… B
STEPS……………………………… 25
スナフキン… ……………………… 15
spanish groove… ……………… 21
Smile Strings Band… …………… 27
すみジャズカルテット＠
ランブリング… ………………… 41
すみジャズゴスペル
クワイア 2018……………… 29、30
スミダイル… ………………… A、B、3
墨田区躰道道場 志錬会… ……… 30
スミレンジャイ… …………… A、B、3
WWW.Trio…………………………… 5
スリーベース・ヒット……………… 38
Set So Nice… …………………… 34
Sonosheet………………………… 32

S.O.L.A… ………………………… 29
Solaris… ………………………… 12
SongPuC… ………………………… 4
た ターフィーくんとキティちゃん…… A、B、3
大四喜……………………………… 9
DiceKEY Akhanev… ……… 10、H4
DAICHI… ………………………… 33
大督…………………………… 4、16
Dawn-Peaple… ………………… H5
TAKAEDE… ………………………… 7
高木里代子 feat. 牧野雅己 from
Inner City Jam Orchestra… …… 2
髙木悠圭 BAND…………………… H4
Takano&Miyuki… ……………… 10
高野淳矢………………………… 21
竹内晴奈………………………… 23
タケシィ… ………………………… H5
竪川中学校吹奏楽部…………… 30
Tarfume( タフューム )… ………… H1
たをやめオルケスタ… ……………… 1
チャーリー高橋… ………………… H5
CHAOJIN… ……………………… 39
Chan de 三毛 noir… …………… 35
聴観 chokkan… ………………… H1
ちんどんバンド☆ざくろ…………… 36
Tsuki de Saudade… …………… 17
ツキミ… …………………………… 18
つくねカルテット…………………… 18
ツタン… ………………………… 4、H4
TURU to KAYO… ………………… 15
D!!… ……………………………… H2
DRM trio… ………………… 38、H3
DJ SUSHI… ……………………… H5
D BLUES……………………………… 8
Tmap!……………………………… H3
Tea My Box…………………… 35
Dixieland On My Mind… ……… 29
Take3……………………………… 10
TBT Jazz Orchestra… …………… 37
TIFFA… ……………………………… 7
Til Tony Tokyo… ………………… 35
Tin-plate gallery… ………………… 8
teDesUtETT… …………………… 24
Dúo MomoNegro………………… 19
Tokyo International Music Party… … 9
東京五輪音頭 -2020-… ………… 30
東京鮮烈 sess!on… ……………… 34
東京電機大学
Coast Jazz Orchestra… ……… 29
Tokyo Fusion Night……………… 22
TOKYO FLYING LEMON… ………… 5
TokyoHendrix… ………………… 21
Twenty to Three… ……………… 21
TONE UNLIMITED………………… 35
tocamos!!… ……………………… 23
Dr.CRAYON… …………………… H1
得田サトシ… ……………………… 33
毒蝮三太夫 & 風呂わく三………… H3
tonari………………………………… 7
土日＊祭日…………………… 31、40
木根川 hot dawg… …………… 6、H2
TOMO TOMO CLUB… …………… 22
TRI4TH… …………………………… 1
Tracks Of Peace… ……………… 25
Dream Session for Sumida 2018…… 1
トリオ・デ・ガラン ＋１… ……… 22

Draw… …………………………… 26
Tropicos…………………………… 25
DON ALMAS… …………………… 28
な Na lau 'eha… …………………… 17
Night and Dayz Jazz and
Big Band 3.11… ……………… 11
Nightcaps… ………………… 13、40
9th fix……………………………… 24
ナオミキツワンベル… ……………… 5
仲田美穂 CORAZON LATINO… … 33
なかむー…………………………… 19
中村裕子 & ずんずん………………… 7
中村優介＆荒井美咲 Duo… …… 28
NatBar… ………………………… 23
ナベンジャーズ… ………………… 11
nara project… …………………… 18
南條キャナリン＆アイランド S… … 18
西山寛紀…………………………… B
新渡戸康希 &TAD 三浦… ……… H5
NUCO LABORATORY… ………… 26
Numaco Trio……………………… 11
ノア・サックス・ジャズ・
オーケストラ… ………………… 29
Noisy Bluesy……………………… 40
ノイトレックス………………………… 9
Notes As Oases…………………… 25
NOTE-FAN TRIO… ……………… 35
のりしん… ………………………… 36
のり☆たま… ……………………… 30
は Birds of a feather………………… 14
Vermilion Field………… 11、33、H3
はいどん…………………………… 40
High Ball Lab.… ………………… 14
BAOBAB…………………………… 27
萩尾しの DUO… …………… 16、20
はせきくまる… …………………… 12
Passing rain… …………………… 22
Happy-Groovy ☆ G7… ………… 23
happy ☆ hat……………………… 27
bop and bop……………………… 18
BANANA NEEDLE…………………… 2
Banana Pancake Trail…………… 26
ばななやまもとと かとうさん… …… 6
ぱなばんど… ……………………… 13
ハニー・キャンディー・
トラッパーズ… ………………… 30
PAPAGAIO………………………… 25
PAPAbrio… ……………………… 22
Hamacats… ……………………… 22
浜砂伴海 &
下町シャンソン Bros… …… H3、H5
Bsch.( バリトンサックス中 )… …… 23
ハル…………………………………… 5
Haruna,Masayuki… …………… 28
ハルモニア………………………… 28
Ballet&Dance UNO… ……………… B
晴ツ………………………………… H3
はろうわーるど… ………………… 12
hungover… ………………………… 9
パンチの効いたオウケストラ………… 2
バンバンバザール デラックス… …… 1
PRB BIGBAND… ………………… 37
BIT Blues Band…………………… 34
PFU…………………………………… 9
Been A While… ………………… 21
ヒカウヒネリハーモニー… ……… 24

Bitter Babe… …………………… 29
BIG BANG JAZZ ORCHESTRA…… 37
VIVA!FLAMENCO!!… …………… H4
日比しおり＆飯塚真司… ………… 39
檜山陽介 & FUNK Companies…… 36
ヒラク… ……………………………… B
ひろせひろみ＆中尾剛也… ……… 20
洸美 -hiromi-……………………… 23
Ping BigBand… ………………… 37
ファイアー大道ブルースバンド……… 8
FIGHT くん… ………………………… 5
FUNK UP BRASS BAND… ……… 11
FUNK JAZZ UNIT… ……………… 35
Funk Style………………………… 11
Fiddling Leona……………… 16、21
52nd… ……………………………… 9
風鈴……………………………… 19
フエ部 4 ブンノ 3… ……………… 27
Four Air + 01 featuring MAYU… … 9
fox capture plan… ………………… 1
FOKKSS Jazz Box………………… 26
フカノマサシ＆ THE SIDEWINDERS…… H3
FAB（Funabori Acoustic Band）…… 27
fuyurico…………………………… 40
ブラースブラザーズ… …………… 26
ブライトピンクの月…………………… 5
Brass Honkers… ………………… 25
Black Cat Blues Band… …………… 8
Black Hat Syndicate… ………… 34
bloodlessthewar………………… 38
ブルーカメレオン… ……………… 40
Blue Dugong……………………… 26
ブルーズ ･ ザ ･ ブッチャー
+ うつみようこ… ………………… 2
フルーベル姉妹…………………… 23
古川バンド………………………… 34
古山長三カルテット… …………… 12
Floor+… …………………………… 2
へそで茶を沸かズ… ……………… 13
ぺぽよバンド… …………………… 37
ベムスター… ……………………… 19
bel sacci…………………………… 36
pelo… ……………………… 13、16
変弦自在…………………………… 24
PORT NINE JAZZ ORCHESTRA…… 37
ホット “ グリグリ ” ケーキ… ……… 36
ホワイホワイ… …………………… 10
White Tiger… …………………… 26
Honky Tonk Drinkers… ………… 20
Hong soondal
Baramnan Jazz……………… 1、33
ま Marvelous Sweets… …………… 10
Magic-Tones………………………… 5
magic daddy band… …………… H3
マスダスインゴ… …………… 20、39
Machida S-JAZZ Club… ………… 25
MASH 弦楽団… ………………… 18
matzo…………………………… 6、39
まつりパーティ… ………………… 37
まてっちゃ… ……………………… 39
マドモワゼルジャム… …………… 36
麻菜美…………………………… 15
Mari!Mari! & T-ripple… ………… H2
マルクロ・ジャズ・オーケストラ… … 37
marumi… ………………………… H2
マンデイナイト・ジャズ・オーケストラ…… 29

満緑全席………………………… H3
michi & タカ Q 大橋… ……… 26
Michiyo Trio… …………………… 11
みどり DUO………………………… 21
Middle East 634… ……………… 22
南の島 Japan……………………… 17
南山冬馬トリオ… ………………… H4
みほりょうすけ… ………………… 28
美勇士…………………………… H3
MUSAIQ…………………………… 24
MUSESSO… ……………………… 11
MAY INOUE STEREO CHAMP……… 2
鳴響弾…………………………… H5
Meiya……………………………… 11
Mary's Shocola…………………… 40
モノサシ… ………………………… H2
「Momi Yuri Band」… …………… 12
や Yarco… …………………………… 15
ヤギとクマ… ……………………… 10
YASTAMAN… …………………… H5
やのさんぶる… ……………………… 9
やのでゅお… ……………………… 10
ヤバいサックス屋さん… …… 26、H3
山田貴子と日比野光高……………… 5
YAMAMURA… …………………… 12
やる気 AHEAD… …………………… 9
野郎共…………………………… 27
油井ジョージ ワンマンバンド… …… 3
有桂 (Vo) & ケンちゃんバンド… … 39
ゆうき＆ M with ピアノトリオ… … 38
yuko とえのやん… ……………… 19
ゆっこらんど… …………………… H2
jutta band………………………… 35
ゆる s… ……………………………… 8
yo-zo & kanaco…………………… 21
よござんス… ……………………… 15
Yoshida Kabanz… ……………… 25
よみカル河内音頭オールスターズ…… 30
ら ラテルミン… ……………………… 17
La Trova…………………………… 17
RabbitFoot… ……………………… 5
la mani… ………………………… 10
Rallylele-Ho… ……………………… 6
RIO… ……………………………… 20
Risabravo… ……………………… 33
Return To Heaven… …………… 12
Ricky with FSP… ………………… 33
立志舎 Brass band and
応援部（立志舎専門学校）……… 1
りっしすいぶ（立志舎高校吹奏楽部）……… 1
琉隆……………………………… 31
両国オールスタービッグバンド…… 37
LINX… …………………………… 33
RB ハッピーズ… ………………… 34
LOOP POOL… …………………… 33
laid back bicycle… ……………… 33
LH Kenny… ………………… 31、H2
RoseRed…………………………… 38
路地裏ノ月盗団……………… 27、40
LONG VACATION… ……………… 11
わ World Soul Chorus 東京………… 27
Wild Balsamicos… ………………… 8
わじま… ……………………………… 8
わせだ吹奏楽同好会 ( 緩 )… …… 30
早稲田本庄ジャズ研究会… ……… 38

SUMIDA STREET JAZZ FESTIVAL

あ Earth Chord… ……………………… 6

※後の数字はステージ番号に対応しています。
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出演バンド・パフォーマー 一覧

錦糸町駅北口
18 〜 24 stage!
コーヒーに合う音楽を。コーヒーの香り
に包まれ、じっくり聴きたいアナタへ。

明るく元気なストリートバンドが集
合！ ノリノリでいきましょう！

錦糸町駅北口を出ると、さっそくジャズ
の音色がお出迎え。北口ステージはここ
からスタート！

ス タ ン ダ ー ド ジ ャ ズ か ら コ ー ラ ス、
ポップス！ アルカキット前で楽しい
ときを。

SUMIDA STREET JAZZ FESTIVAL

SUMIDA STREET JAZZ FESTIVAL

自由すぎる日本酒専門店でジャズを。 パブの雰囲気でジャズを楽しめる、すみ
ビールもいいけど、ポン酒もね。
だジャズ自慢のステージ！ グラス片
手にどうぞ！
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錦糸町では珍しい、エキゾチックな雰囲
気のカフェがステージに！

錦糸町駅北口
25 〜 30 stage!

錦糸町駅南口

スタンダードジャズにボサノバ、ラテン
やフュージョン！ 楽しければよいの
です！

心地よい風が流れるステージでは、スタ
ンダードジャズを楽しめます！

ホテルのロビーでこころゆくまで。ジャ
ジーな世界を体感！

階段はスペシャルシート⁉ ビッグバ
ンドが勢揃いするアルカウエストス
テージはノンジャンル！

緑と水が豊かな大横川親水公園ステー
ジ。東京スカイツリーをバッグに音楽を
楽しもう！

錦糸町で人気の居酒屋は、ワールドワ
イドな世界。ハイボール片手に楽しも
う！

SUMIDA STREET JAZZ FESTIVAL

SUMIDA STREET JAZZ FESTIVAL

アルカタワーズのシンボル、赤いオブ
ジェの前で熱唱＆熱演！ “ 風呂敷 ” の
上で座って楽しもう！
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31 stage!

錦糸町駅南口
32 〜 36 stage!

両国駅
37 〜 38 stage!

アコースティックでじっくり、ゆった
り、まったり音楽を楽しみたい方に。

錦糸町南の玄関は、ジャズにラテンにソ
ウルな世界！ 電車に乗る前に一曲ど
うぞ！

錦糸町のファッションリーダー、丸井の
ステージは、おしゃれに魅せる 12 バン
ド！

JRA ウインズステージは、元気なノン
ジャンル。勝っても負けても音楽を！

東京の最新ライフスタイルホテルで、 すみだジャズ初の両国ステージ！ 国
ジャズにポップス、ちんどんも⁉
技館をバッグにビッグバンドが奏でま
す！

錦糸町と両国のちょうど真ん中！ 忠臣
蔵のゆかりの地もステージに！

安兵衛ってどんな人？
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江戸時代に起きた赤穂浪士による吉良邸へ
の討入事件、
「忠臣蔵」
。両国にはこの吉良
邸跡があります。赤穂浪士随一の剣客、堀
部安兵衛は、この安兵衛公園のある場所に
あった道場に身を隠していたそうです。か
たき討ちのヒーローの名前を公園名にして
しまうなんて、すみだの人は粋ですね。
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大友良英＋山崎比呂志／ other

勝井祐二 辻コースケ デュオ／ other

大友良英 音楽家、ギタリスト、ターンテーブル奏者、作曲家、映画音楽家、
プロデューサー。2011年の東日本大震災を受け福島で様々な領域で活動を
する人々とともにプロジェクトFUKUSHIMA!を立ち上げる。2012年、プロジェ
クトFUKUSHIMA ! の活動で芸術選奨文部科学大臣賞芸術振興部門を受
賞、2013年には「あまちゃん」の音楽他多岐にわたる活動で東京ドラマアウォー
ド特別賞、レコード大賞作曲賞他数
多くの賞を受賞。山崎比呂志 ジャズ
ドラマー。高校卒業後、ジョージ川口
＆ビック・フォアのバンドボーイに。そ
の後、スウィングバンドに所属し、プ
ロとしての活動をスタート。スタンダー
ド・ジャズからフリー・ミュージックま
で幅広い演奏活動をしている。

勝井祐二（音楽家／ヴァイオリニスト）、ROVO . KOMA . DRAMATICS . 勝井
祐二 × U-zhaan . などのバンドやユニットと、ソロや様々な音楽家との即興演奏
で、エレクトリック・ヴァイオリンの表現の可能性を追求し続ける第一人者。
2017年にはスガダイローとのデュオユニットなど、ソロ～デュオの活動の幅も広
がっている。辻コースケ、パーカショニスト。4度のアフリカ～ケニアでの修行を
経て、2003～2011年basis records
よりソロ作品『enda safari』を含む7
枚のリーダーアルバムをリリース。ソロ
での活動の他、勝 井 祐二、佐藤タイ
ジ、堂珍嘉邦、照井利幸、Leyona、
Anyango、THE SUNPAULO、DJ
JEFF MILLSなど様々なジャンルの音
楽家と活動中。

吾妻 光良 & The Swinging Boppers ／ jazz bigband

大学卒業記念に結成した楽団で 40 ～ 50 年代のブルース／ R&B の替え歌をやっていますが、気がつ
くと39 年経っていました。
吾妻光良(ギター･歌 )、牧裕 (ウッドベース )、岡地曙裕 (ドラム )、早崎詩生 (ピアノ )、西川文二 (テナー・
サックス )、小 田 島 亨( アルト・
サ ックス )、渡 辺 康 蔵 ( アルト･
サックス )、山口三平 ( バリトン・
サックス )、冨田芳正 (トランペッ
ト)、近尚也 (トランペット)、名
取 茂 夫 (トランペット)、西島 泰
介 (トランペット)

かをり＆かずこ with 立志舎高校演劇同好会／
other

穐田かをり 武蔵野音楽大学音楽学部ピアノ科卒業、ピアノを保田正
英氏,迫田時雄氏に師事。オーケストラを連想させるピアノ伴奏に定評
があり、6団体の合唱団選任ピアニストを務める。濱小路加珠子 武
蔵野音楽大学ピアノ科卒業。在学時、フランス フレーヌ夏期音楽ア
カデミーに参加、F・R・ファンタ
ン氏に師事。
ピアノソロのみならず、
伴奏やピアノデュオ、バレエとのコ
ラボ、レストラン演奏等、幅広く
演奏活動を行う。今回は、地元
高校の演劇同好会とキッズダンス
クラブとコラボ出演。

大山日出男セクステット／ jazz combo

伊藤君子 with. 宮本貴奈／ jazz combo

セクステットのアンサンブルを中心としたJAZZ。大山日出男（ASax）
、
シャープス・アンド・フラットの一員として、本ジャズ史上初めての皇居内
での演奏を果たし、
天皇皇后両陛下をはじめ皇族の方々の御前で演奏。
岡崎好朗（tp）
、2008年9月NYから東京に拠点を戻し、活躍中。駒
野逸美（tb）
、2011年12月浅草JAZZコンテストで駒野逸美Quartet
でグランプリを受賞。これまでに6
枚のリーダー作を発表。伊藤勇
司（b）
、首都圏を中心に伊藤勇
司トリオ、などのリーダーライブを
精力的に行なう。大坂昌彦（ds）
、
スウィングジャーナル誌では 16
年間の長きに渡り、ドラム部門人
気投票で 1位に選ばれる。

日本の至宝。ジャズヴォーカルのみならず美空ひばりのカバー曲や津軽
弁で歌う津軽弁ジャズを披露。伊藤君子（Vo）
。1989年、日米同時
発売のアルバム「フォロー・ミー」は、米ラジオ&レコード誌のコンテン
ポラリー・ジャズ部門の16位にチャート・インする。宮本貴奈（P）
。米
ボストンのバークリー音楽大学の映像音楽科、ジャズ作曲科を卒業。
ジョージア州立大学のジャズ教育
学修士課程卒業。全米エドマン・
ジャズ・ピアノ大会優勝。日本で
はTOKU、中西圭三などと共演、
サウンド・プロデュース、編曲ほか、
映画音楽、TVのテーマ音楽、演
劇のための音楽なども手掛けてい
(c) Toshiya Suda
る。

バンバンバザール デラックス／ other

高木里代子 feat. 牧野雅己 from Inner City
Jam Orchestra ／ jazz combo

THE SOUL HAWKERS feat JAMES
ONODA ／ other
フラッシュ金子と星川薫を中心に、結成されたファンクバンド。サ
ザンソウルを彷彿とさせるレアー・グルーブ系のリズムセクションに、
強力なホーンセクション。そして今回はゲストヴォーカルのジェイム
ス小野田がシャウト。殆どの曲がオリジナル、まるで60 年代のア
メリカ南部から抜け出してきた
かの様なサウンドが特徴。金子
隆 博（Key）、星 川 薫（Gui）
、
岡 雄 三（E.Bass）
、吉 岡 優 三
（Drums）、佐々木史郎（Tp）、
吉 田 治（Sax）
、河 合 わ か ば
（Tb）、Guest Vocal ジェイム
ス小野田

ジャンプ・ブルース、
ジャズ、
カントリーやハワイアンなど、
オールドタイミー
で様々なルーツの香りのするGOODMUSICを独自の感性でブレンドし
た作品を発表し続けるライブバンド。1990年の結成以来、一貫して「ラ
イブ！」生の音楽にこだわった活動を続けている。2018年3月には、15
枚目となるニューアルバム【えとらんぜ】をリリース！待望の新作を携えて
の全国ツアー真っ最中に、すみだ
ジャズに登場。今回は、福島康之
（Vo,G）
、黒 川 修（Ba）の2名を
中心に、6名のゲストを迎えたデ
ラックス編成でのステージをお届
けする。

ピアニスト高木里代子と DJ 牧野雅己が中心のクラブ・ユニット。ハウ
スミュージックをベースにジャズ、ファンク、ラテン、クラシック、ロックな
どジャンルを超越したミクスチャークラブサウンドを展開。ライブでは決
まった構成を持たず時にはヴァイオリン、
フラメンコギターなどの弦楽器。
サックス、トロンボーンなどの金管
楽器に加えティンバレス、ボンゴ
などパーカッションも加えた大編
成となる事もある。インプロビゼー
ションを得意とし、その場の空気
感を楽曲に投影する感性は国内
外で大きな反響を呼んでいる。

すみジャズカルテット @ ランブリング／ other

Hong soondal Baramnan Jazz ／ jazz combo

鈴木 勲 OMA SOUND feat. 秋山一将／ jazz combo

Keishi Tanaka ／ other

この日のために結成するカルテット。
ヴァイオリン・三又治彦、ピアノ・柴田祥子、和太鼓奏者・大多和正樹、
津軽三味線・佐藤通芳、コントラバス・松井理史、
ヴィオラ・今川結、
ヴァイオリン・山田友里恵、チェロ・
平田幸恵、総勢8名が、墨田区在住絵本作家、田村風來門さんのオリジナルストーリー「すみだノラネコ
漫遊記にのせて、躍動感あふれる旋律を披露する。昨年はツバメの子供たちの、2018年はすみだに住み
着くノラネコたちの目線で、すみだの魅力を発信。

Hong Soondal 92年、慶熙大学校音楽大学器楽科卒業と同時に日本
の東京に留学、大山日出男に師事。2007年慶熙大学校実用音楽サック
ス専攻修士卒業。現在は、自分のQuartetとJazz Ensembleに関心を
持ってJazz Saxophone Quartet 8人と Funky Carnival9人、Seoul
Soloist Jazz Orchestraのリーダーとして活動。韓国、日本 JAZZ 交
流協会を発足、民間交流として両
国にMusicianを紹介。慶熙大学
兼任教授、Paichai大学院の講師。
リ ー ダ ー ア ル バ ム「My
Wonder ful Dream」、Seoul
Soloist Jazz Orchestra 1st ア
ルバム「D.D.R」等活躍。

オリジナル曲を含んだスタンダードジャズ。鈴木勲 OMASOUND
に下町が生んだ稀代の天才ギターリストの秋山一将をフューチャリ
ングしたサウンドをお楽しみください。鈴木勲（b）、小山道之（g）
、
中山拓海（as）
、小松伸之（dr）、秋山一将（g）。

ミュージシャン。作 詞 家。作曲家。Riddim Saunterを解 散 後、
2012年よりソロ活動をスタート。ライブハウスでのバンドセットか
ら、
11人編成ビッグバンド、さらには小さなカフェでの弾き語りなど、
場所や聴く人を限定しないスタイルで活躍の幅を広げている。自主
企画として、バンド編成の［NEW KICKS］と、アコースティック
の［ROOMS］を不定期に開催
中。また、2017年 4月に詩集『真
夜中の魚』
（シンコーミュージッ
ク・エンタテインメント）を発売
し、文章にも注目が集まる。
『ラ
ンドネ』
（エイ出版）
、
『WEEK!』
（Newsline）で連載を持つ。

fox capture plan ／ jazz combo

ブルーズ･ザ･ブッチャー + うつみようこ／ blues

LOOP POOL ／ jazz combo

ザ・ショッキング／ entertainment jazz

“現代版ジャズ・ロック”をコンセプトとした情熱的かつクールで新感覚
なピアノ・トリオ・サウンドを目指す3人が集まり2011年結成。過去6
枚のフル・アルバムを発表し“CDショップ大賞ジャズ部門賞”など数々
の 賞 を 獲 得。“FUJI ROCK FESTIVAL’ 16”、“SUMMER SONIC
2017”出演、更には2018年ブルーノート東京単独公演を果たす。
TBS『カルテット』
、フジテレビ系
『コンフィデンスマンJP』
、関西テ
レビ『健康で文化的な最低限度
の生活』などドラマ劇伴を担当。
そして2018年9月、7枚目のフル・
アルバム『CAPTURISM』の 発
売が決定。

永井ホトケ隆(vo,gt)、沼澤尚(ds)、中條卓(b)、KOTEZ(hrp,vo) ＋
うつみようこ (vo,gt)。バンド結成 10 周年を記念し、うつみようこ
をゲストに迎えた"Rockin'&Rollin'" LPをリリース。
熱狂ブルースバンドの演奏とうつみようこのsoulfulな歌声に注目！

ガットギター柏原利之、アップライトベース小出栄司、ドラムス水口
彰太の3人による青空・インスト・トリオ。2008年結成。渋谷・横浜
で路上ライブを行うようになり、ガットギターにアップライトベース
というアコースティックサウンドとジャズやエレクトロニカを軸にし
た独特な世界観が人気となる。2018年現在は結成10周年を記念し
た4thアルバムを制作中。SUMMER SONIC•GREENROOM
CAMP•GOOUT JAMBOREE•
Natural High!•Sing Your Song!•
TONE RIVER JAM etc 様々な
フェスへ出演や、中国やタイな
どアジアツアーを行い精力的な
活動を続けている。

ジャズをおもちゃにふざけ合う、わがままな大人によるバンド。飽
きのこないステージをモットーに、ジャズがポピュラー音楽だった
頃のジャズを目指してつかみ合うこと20 年。いい加減、だれか気
付いてください！ 水原将 vo, harmonica、岩川峰人 bass、佐久
間亮 drums、三上武志 tp、長野次郎 sax。

TRI4TH ／ jazz combo
竹内 大輔 Daisuke Takeuchi (p)、藤田淳之介 (ts)、伊藤隆郎
(ds)、織田祐亮(t p)、関谷友 貴( b)。20 0 6 年より活動を開始。
2009年11月には、脚本・三谷幸喜、音楽監督・小西康陽ミュージカ
ル「TALK LIKE SINGING」に出演、東京・ニューヨーク公演に参加
する等、幅広い活動を展開。2012年8月に新ピアニスト 竹内大輔
を迎え、2nd アルバム「TRI4TH AHEAD」をリリース。2017年5
月に盟友カルメラとのスプリット・ミニアルバム｢HORNS RIOT｣を
発 売 、大 き な 反 響 を 受 け て 6 枚 目 の フル・ア ル バ ム「 4 t h
Rebellion」をリリース。フランス“Jazz a Vienne” / デンマーク
“Copenhagen Jazz Festival 2017”をはじめ2年連続東京ジャ
ズ、札幌シティジャズ等国内外のジャズフェスを飛び回る最重要バ
ンドへと成長した。
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たをやめオルケスタ／ jazz bigband

Dream Session for Sumida 2018 ／ jazz combo

Swinky ／ other

Ricky with FSP ／ jazz combo

Vermilion Field ／ jazz combo

2008年結成、オンナばかりのトロピカルビッグバンド。18人という
大所帯とはいえ、どのバンドにも負けない団結力とパッションでもって、
ポップな魂を込めたド迫力のステージを展開中。楽曲はもちろん全曲
メンバーのオリジナルアレンジ。さらに舞台演出や衣装制作、グッズの
デザイン、YouTube動画までもメンバーの手で プロデュースしている
こだわりぶり。
「手弱女」と書い
て「たをやめ」と読むが、そんな
か弱く儚いネーミングとは裏腹
に、18人のタフなオンナたちはぐ
いぐいと前に進んでいく！ 2016
年7月、初のライブ盤「タヲヤメ
ライブ」をリリース。絶賛発売中！

すみだジャズだけのために豪華メンバーが集結！ Special Guest. 福原美穂（vocal）。矢野沙織（sax）、チャーリー・パーカーに衝
撃を受けジャズに傾倒。第 22 回日本ゴールドディスク大賞 ジャズ・アルバム・オブ・ザ・イヤーを受賞。元晴（sax）。西藤ヒロノブ（g）、
カウアイ島在住のサーフフォトグラファー、佐藤傳次郎氏との出会いをきっかけにアイランドジャズを提唱。日野‘JINO’賢二（bass）、ベー
シスト、ソングライター、アレンジャー、音楽プロデューサー。菅野知明（drums）、2014 年星空のライヴVll よりMISIAツアーに参
加している。Kaleb James（keys & chorus）
、アメリカ、日本国内外のアーティストのキーボード奏者、ボーカリストとして活躍。

東京で活動するケニア人女性シンガー。
ゴスペル、
R&B、
ジャズ、
ソウル、
ロック系の様々なプロジェクトに関わった後、2014年3月よりソロ活動
を本格的に開始。過去には、数々の歌番組(のどじまんTHEワールド、
ものまねグランプリなど)にも出演。また、マライヤ・キャリー、加藤ミリヤ、
フィリップ・ウーなどの アーティストのバッキング・ヴォーカルも務めて
きた。同時に、テレビや映画(嵐
主演「ピカンチハーフ」など) での
演技も行う。2016年よりケニア
大使館公認アーティストとしても
活動。大使館式典にて、両国国
歌斉唱など、アフリカ関連イベン
トにも出演、ケニアと日本の架け
橋として活動していく。

SaxのRickyを中心に2014年から活動を開始した踊るバンド「Ricky
with FSP」
。Acid Jazz、Smooth Jazz、そしてDiscoの要素を取り込
んだ楽曲を中心に踊れる音楽に合わせ最大で10人により繰り広げられる
華やかなステージが特徴。歌あり、ダンスありと形式に拘らず見に来た誰
もが最後まで楽しめるライブは必見!! 2017年にはフルアルバムを
「Another Chance」を 発 売！国
内外問わず精力的に活動している。
Ricky（Sax）
、増倉ヨシマサ（Vo）
、
若島史佳（Vo）
、田中綾美（Pf）
、
金沢法皇（Key）
、大里健伍（G）
、
石綿亮（B）
、岡本たくと（Dr）
、イ
ク ミ（Dance）
、Yuri Nakajima
（Dance）
。

朱恵 仁（p）、栗田洋輔（sax）
、湯田大 道（g）
、長 谷川晃（b）
、松田”
GORI”広士（ds）
。2005年結成。ジャズ・ファンク・ラテン・ゴスペル・プ
ログレやアフリカ音楽等幅広い音楽性を持つ実力派メンバーで活動を開始。
メンバー全員が作曲を手掛け、多様化した現代のジャズを”灼熱サウダー
ジ”を合言葉に融合、
「胸が熱くなる」
「景色が見える」ステージはさながら
お祭りの様相を呈する。2016年に
は東京・すみだストリートジャズフェ
スティバルの公式テーマソング「太
陽の樹」を手掛ける。2017年9月
4枚目のアルバム“twelf”をリリース。
「奏者と観客が一体となり楽しめる
バンド」として全国各地の幅広い層
より支持を集めている。

パンチの効いたオウケストラ／ blues

こまっちゃクレズマ／ other

OKI DUB AINU BAND／ainu folk

DAICHI ／ jazz combo

K2 ／ duo

CONJUNTO SOBRIO ／ Salsa

2002年、マダムギター長見順(g)、かわいしのぶ(b)、Grace(d)が『パン
チの効いたブルースをやろう』とトリオバンドを結成。そのコンセプトがその
ままバンド名に。2012年、バンド結成10周年企画のひとつで、マダムギター
が温めていた女性のツワモノ達を集めたオウケストラのプランを始動。各方
面で活躍する女性ミュージシャンに声をかけ、５月に『パンチの効いたオウ
ケストラ』として初ステージを行い
大 成 功を収める。かわいしのぶ
（Vo,B）
、グレイス（Vo,Ds）
、江 藤
直 子（P）
、小 森 慶 子（As,Cl）
、
yukarie（Ts）
、浦朋恵（Bs）
、太田
朱美（Fl）
、松井亜由美（Vln）
、向
島ゆり子（Vln,Vla）関根真理（Per）

梅津和時（sax,cl,vo）多田葉子（sax,vo）松井亜由美（vl）張
紅 陽（acc,vo）、関 島 岳 郎（tuba,recorder）夏 秋 文尚（ds）。
マルチ管楽器プレイヤー梅津和時率いるクレズマー楽隊。元は東
欧のクレズマーのカヴァーなどを中心としていたが、いつしかオリ
ジナル楽曲が主流に。下町風の雑然と愉快なサウンド、どこにで
も出没する身軽さが身上。メン
バーそれぞれが多彩な場で活
躍しており、海外ミュジシャンと
の 交 流 やツアー、映 像 音 楽、
ダンスとのコラボなど多様な創
造活動が、このバンドにも自由
な風を吹かせている。

カラフト・アイヌの伝統弦楽器『トンコリ』を現代に復活させたOKIが率いるDub
Ainu Band。電化したトンコリをベースとドラムで強靭に補強したヘヴィなライブサ
ウンドに、アイヌに歌い継がれるウポポ(歌) の伝承曲やリムセ(踊り)、アフログルー
ヴ、レゲエ、ロック等が混在した越 境DUBサウンドで人気を博す。これまで
WOMADをはじめ世界的に有名なワールドミュージック・フェスへ多数出演。また
国内でもFUJI ROCK を始め、数多く
のフェスに出演。2018年５月に南アフ
リカ音楽フェスサーキット”IGODA”に出
演するなど、ワールドワイドに活動を続
け る。OKI(Vo/Tonkori)、居 壁 太
(Vo/Tonkori)、沼澤尚（Dr)、中條 卓
(B)、HAKASE-SUN(Key)、内田直之
(Recording&Mixing)

2015 年 6月に2ndアルバム「New World」をリリース発売と同
時に、iTunesワールドカテゴリーランキング第 1 位にランクイン。
2016 年 5 月”Na Hoku Hanohano Awards 2016" に2nd ア
ルバム「New World」がノミネート。2016 年 9月新宿文化セン
タ 大 ホ ー ル に て、ワ ン マ ン ラ イブ を 成 功 さ せ る。2017 年
YouTubeクリエイターに楽 曲
提供・劇団即興演劇に出演等、
多方面にて活躍の幅を広げてい
る。

サックスの山本 "Kiryu" 周典とピアノの朱恵仁によるユニット。山本
"Kiryu" 周典によるアレンジでのジブリの名曲を中心にお楽しみくだ
さい。
山本 Kiryu 周典、朱恵仁。

コンフント ソブリオ、2011年1月にパーカッションの片桐祐大を中心に
結成されたサルサバンド。バンド編成は日本では極めて珍しい、ティン
バレス無し、トランペット3本のみの本格的なコンフント編成。このコア
な編成から繰り出されるリズムとメロ
ディに、ネイティブスパニッシュのボー
カリストがインスピレーションに任せて
自由に唄うライブは、サルサダンサー
にはもちろん、ラテン音楽に馴染みの
ないオーディエンスも思わず踊り出して
しまう。そのライブ空間は、あたかも
ニューヨークのサルサクラブに迷い込
んだかのような、
、そんな錯覚に陥って
しまう。
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MAY INOUE STEREO CHAMP ／ jazz combo
日本ジャズシーンの未来を担う天才ギタリスト・井上銘率いる渾身のプロ
ジェクト。類家心平（TP）
、渡辺ショータ（KEY/P）
、山本連（B）
、福森
康（DS）という、最も信頼する気鋭ミュージシャン共に創造する、ジャズ＆
クロスオーバーというジャンルを遙かに超えた新スタイルのグルーヴミュー
ジック2017年のデビュー・アルバム「STEREO CHAMP」リリース全国
ツアーでは、全会場満員動員の斬
新かつ熱いパフォーマンスで大きな
話 題となった。2018年4月には
Blue Note Tokyoに単 独 出 演を
大成功におさめる。現在セカンド・
アルバムを製作中。エネルギーに
満ち溢れたバンドの演奏が繰り広
げられるだろう。
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鈴木 勲 OMA SOUND ／ jazz combo

みほりょうすけ／ pops

EIKO＋鈴木不尽子／ jazz combo

オリジナル曲を含んだスタンダードジャズ。今年85歳になるベーシストの鈴木勲率いる若手ミューシャン達
との共演。常に新しいスタイルを求めているオマサウンドをお楽しみください。鈴木勲（b）、後輩を育てつつ、
鈴木勲自身は、感性を磨き、日々練習を重ねて進化し続けている。中山拓海（as）、山野ビッグバンド・ジャズ・
コンテスト最優秀賞を2年連続受賞、最優秀ソリスト賞受賞。野内遼介（g）、Durk Hijma, Jesse van
Rullerの各氏に師事。神奈川、東京を中心に演奏活動中。金野遼太郎 （dr）、太田市大学ジャズフェ
スティバ ル にて
2016 年、2017
年共に最優秀賞を
受 賞、2016年 大
会では同時に個人
として最優秀ソリス
ト賞を受賞する。

日本全国で毎年 100 本以上のライブをこなすシンガー・ソングラ
イター。1980 年 12月27日新潟市生まれ。
2016 年 7月20日 3ndア ル バ ム「Piece
of」を発表。日本全国で年間約 100 本の
ステージに立ち、笑いと感動の融合するエ
ネルギー溢れるステージは各方面で高い評
価を得ている。ネットラジオ、各種司会、メ
ディア・ライブへのゲスト出演など、多方面
で精力的に活動中。今年 6月より、来年 4
月まで続く全国ロングランツアーの真っ最
中 !!

ジャズ界の大御所マーサ三宅師に師事。2005 年度「日本ジャズ
ヴォーカル賞」“ 優秀歌唱賞 ”を受賞。地元トリフォニーホールオー
プン記念で、新日本フィルと2 回の共演。
ヴォーカルリスト30 年以
上 のキャリア、日本 最 大 のジャズヴォーカルスクール「JAZZ
VOCAL HOUSE、TOKYO」講師。墨田区在住のEIKO が、今
年はバイオリンの鈴木不尽子と
コラボ。正統派ジャズヴォーカ
リスト、EIKOと、ノンジャンル
プレイヤーとして評価の高い鈴
木不尽子が、すみだジャズを盛
り上げる！

DON ALMAS ／ spanish

Eiko Solaris Trio
～ ソラリスエイコトリオ ～／ jazz combo

飯田久美子 (Vo)with TipHop ／ jazz combo

奥本めぐみ Flamenco-Jazz-Funk TRIO ／

スゥィンギーに、歌うギター、目からウロコのテクニック！あったかい音
色にグルーヴ感、踊るベーシスト！スモーキーヴォイスでジャズ、ラテン、
ポップス、楽しい3人組が魅せます！ 飯田久美子（Vo）
、故沢田靖司
に師事。2016年に、地元佐倉市において仲間と"佐倉市城下町ジャ
ズサーキット"を立ち上げる。菅野義孝（Gt）
、潮先郁男氏に師事。演
奏活動の他に、教則本やスタン
ダード曲集の執筆、
ジャズセミナー
など、
「ジャズの楽しさ」を広める
活動に力を注いでいる。河原秀
夫（B）
、自分がリーダーを務める
バンド『ペンタグラム』を中心に、
色々な人達とのセッションに参加。

フラメンコとジャズとポップスと。高槻ジャズストリートに毎年出演しているボーカル／
ピアノの奥本めぐみによるフラメンコジャズを演奏するグループ。2017年、JCOM主
催の池袋西武店でのイベント「IKESEI JAZZ WEEK」にて初披露、その後も定期
的にライブを開 催中。Jazz-Funk～SOULを渡り歩いてきたボーカル 奥 本、
FUNK-POPS-SOUL-GOSPELと幅 広
く弾きこなすベースの堀内、フラメンコギ
ターの美しい奏法であらゆるジャンルを
弾く柴田との融合で、ジャズ／ポップス
のスタンダードをフラメンコアレンジ。奥
本めぐみ（Vocal/Keyboard）、柴田亮
太郎（Guitar）、堀内正隆（Bass）。

jazz combo

イシタニタイジュ鍵盤ハーモニカTrio

Unknown

得田サトシ

ケンハモ：Rotan ボーカル＆キーボード:macha ドラム : 黒沢
ベース：井口 ギター：細谷 ポップス・フュージョンをお洒
落に・・・ ボーカル macha の綺麗な透明感あるクリアボイス ×
ケンハモによるバンド エモーショナルンな世界をお届けします。

すみだジャズ＆
墨田区ゆかりの
みなさまです。
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しばあみ／ pops
アロマポップス。心の処方箋 ‘アロマポップス’ お楽しみください。しば
あみ（Vo）
、愛媛県出身。立教大学卒業後、NHK松山放送局の番組
レポーターを経て、現在はファッション誌VOGUEの出版社に勤める現
役OLシンガーソングライター。心の処方箋 ‘アロマポップス’ という独
自のジャンルで、楽曲がテレビ東京系「アリケン」やTBS系「噂の東京
マガジン」エンディングに。昨年、
カドカワより4thアルバム「LOVE
LIKE CINEMA」をリリース。カラ
オケDAMでも全国配信中。その
他（サックス、キーボード、ギター、
ベース、ドラム）
。

東京鮮烈 sess!on ／ other
Good music×cutting edge performance ＝smiles 本場NYから帰
国したタップダンサー丹精を筆頭に、フラメンコを中心に世界中様々なジャ
ンルで活躍中のパーカッション容昌（ようすけ）
、CMからドラマまで数々のレ
コーディングやライブをこなすガット
ギター大里健伍 、著名アイドルか
らジャズアーティスト、そして自身の
ユニットも率いる、ジャズギター稲岡
吾郎によるユニット。フィールドの違
う4人が創り出す、唯一無二のサウ
ンドが話題を呼び、全国でライブ活
動を展開。鮮烈な躍動、感動、飛
翔をテーマに、日々新たなステージ
をつくりあげている。

立志舎 Brass band and 応援部
（立志舎専門学校）
学校法人立志舎専門学校の応援団、チアリーダー、ブラス
バンドです。部員はそれぞれ、公務員、
ＩＴ、税理士、鉄道、
スポーツ、
医療、
動物などざまざまな分野で勉強をしています。
まずは応援部より墨田区へエールを！ブラスバンドよりさわや
かなナンバーをお届けします！

立志舎高校演劇同好会
賛助出演 "A" dance unit & HIROKO'S キッズダンスクラブ
2台のクラッシックピアノにミュージカルのエッセンスをプラスした、すみだジャズ版名作『ウエス
トサイド物語』を、地元、立志舎高校演劇同好会と、"A" dance unit & HIROKO'S キッズ
ダンスクラブが、かをり＆かずこと共に盛り上げます！

アート石井夢バンド

尚美ミュージックカレッジ専門学校の学生によるビッグ
バ ンド で す。今 年 は 本 校 講 師 がメンバー の「JiLL Decoyassociation」をゲストにむかえ、いろいろな
ジャンルの融合した、エネルギッシュなステージをお届
けします。どうぞお楽しみください！

すみジャズゴスペルクワイア 2018
ゴスペルで、すみだジャズを盛り上げよう！
総勢 100 名を超えるすみだジャズ名物、「すみジャズゴスペルクワイア2018」
。今年も
迫力あるステージをお届けします！
19日 11:00～ 29アルカウエスト1Fエントランス広場
16:00～ 30 大横川親水公園イベント広場亀沢フェスティバル会場

竪川中学校吹奏楽部
地元中学校の吹奏楽部が、すみだジャズに参戦！ 日頃の練習の成果をお楽しみに！

わせだ吹奏楽同好会（緩）
早稲田大学在学生による吹奏楽サークル、ゆるすいです！ すみだジャズのスタッフとして
活動しながらの参加です。

よみカル河内音頭オールスターズ
錦糸町で愛されている河内音頭を、よみうりカルチャー錦糸町でゼロから学び始めたス
クール生の皆さんの演奏で、是非踊ってください。
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内田崇雄 ×tatsu× 栗原務／ jazz combo
音楽を愛する全ての方に聴いて頂きたい音楽を！ ジャンルでは表現仕切れない内
田崇雄独特の世界観を持った楽曲をbassにtatsu（LÄ-PPISCH）、drumsに栗原
務（LITTLE CREATURES）という豪華リズム隊によるトリオ編成でお送り致します。
内田崇雄、2017年より現在のエレクトリックトリオ編成の活動がスタート。2018年
5月にはアルバムのレコーディングを予定している。Tatsu、'87レピッシュのベーシス
トとしてデビュー。現在はROOTS66
（2006～）、JET SET BOYS（2016～）
のメンバーとしても活動中。栗原務、
1990年、LITTLE CREATURESの メ
ンバーとしてデビュー。数多くのアーティ
ストのレコーディング・ライブのサポート
メンバーとしての活動の他、楽曲提供、
プロデュースを手掛ける。

私たちは立志舎高校吹奏楽部、略して、“りっしすいぶ”です。
少人数ですが、現役部員を中心に、楽しい仲間が集まって
活動しています。今日も楽しく演奏し、明るく元気あるステー
ジにしていきます！
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Shan dance art atelier ／ dance

～創造の息吹を奏でる小さな鍵盤の物語～ 懐かしい音色 × 斬
新な表現 × お洒落 ハイブレットな音楽で。

SHOBI Jazz Orchestra ( feat. JiLL-Decoy association )

地元、アート石井の呼びかけで集まったボサノバ＆ジャズユニット。
ヴォーカル・石井敏子、MC
＆ヴォーカル＆ウクレレ・清水美恵、ギター・平岡遊一郎、ギター・須古典明。

KIYOKO主宰ベリーダンスグループ。屋内外のイベントやお祭、ホール公演やパー
ティーに多数出演。Shanならではの華やかさと楽し
さ、クルクルと変わる踊りの表情、オモチャ箱の様なス
テージが好評。KIYOKO Shan dance art atelier
主宰。ベリーダンサー、コレオグラファー、
インストラク
ター。2004年から al camarani dance oriental
company ＭＡＨＡに師事。同年Shan dance art
atelierをスタートさせる。様々なジャンルのアーティス
トと共演。ライブ以外にも演劇やフォトセッションなど
多岐に渡り自身でも振付、構成、演出、衣裳作成など
総合演出をモットーとする。2013～16の3年間、スマ
ホ専用放送局WALLOPにてKIYOKOの千夜一夜ラ
ジオのパーソナリティーを務める。

ケンハモ：イシタニタイジュ・田中晃二（pf）・アベナギサ（b）
ケンハモでJazzを気軽に！！アルバム 2 作品を発表。ケンハモの
親しみあるサウンドをお届けします！

りっしすいぶ（立志舎高校吹奏楽部）

仲田美穂 CORAZON LATINO ／ jazz combo
日本で数少ないラテンピアニスト仲田美穂率いるラテンジャズグルー
プ 。コラソン ラティーノはラテン魂の意味。キューバ音楽からスタート
したグループが素晴らしいブラジリアンミュージシャンとの出合いによっ
て、新たな扉をオープン！ ブラジル音楽にキューバのエッセンスを加え
た新たな試みが実り、今年の9月19日に待望のアルバム『Vontade』
リリース。レコーディングメンバー
と共にすみJAZZに初出演。明る
く楽しい心踊るリズムとメロディ
で、どうぞ好きに踊り出しちゃって
ください！ 魅力溢れるブラジル音
楽を皆さんに体感頂ければ！ ラ
テンパワーがみなさんの心に届き
ますように。

体

アメリカ人ミュージシャン達とお届けする本場のジャズ。昨年六本
木のグランドハイアット東京から、初めての日本人ヴォーカリストに
選ばれライブをしたソラリスエイコ。
更にパワーアップして9 回目のすみだ
ジャズフェスに出 演！ アメリカ人
ミュージシャン達とお届けする本場の
ジャズをお楽しみいただけます♪ ソ
ラ リ ス エ イ コ、Kevin McHugh、
Jeff Curry

Risabravo（リザブラーボ）

ケ ン ハ モ： Rotan・ギ タ ー＋ベ ー ス：cub・パ ン デ ィ ロ：
Yanaphy 3人の男達が繰り広げる意外と意外なインストロメン
タル・アンサンブル 単純そうで意外と複雑？マニアっぽいけど
意外とポップ？軽装なのに意外と濃厚？

出演

リードギター桜庭伸弘と、サイドギター谷島凛樹による、スパニッシュギ
ターユニット。激しさと哀愁を合わせ持つスパニッシュギターに、様々な
音楽要素を融合させ「物語を読んでいるような音楽」と称されるドンア
ルマス独自の世界観を確立。ギターをかき鳴らす指さばき、白熱のライ
ブパフォーマンスは、
「心揺さぶる音楽」として口コミで評判に。2011年
には、1000人コンサートを実現
し、売上全額を東日本大震災被
災地に寄付。2012年ニューヨー
ク単独ライブ、レソト王国タバネ首
相歓迎式典 韓国ソウルFAWA国
際会議、ワシントンD.C 全米桜祭
り、伊勢神宮での演奏など、国内
外に活躍の場を広げている。

鈴木楽器製作所 PREZENTS ケンハモ @music ／ keyboard harmonica

防音対策チーム

救

出演者、来場者、周辺住民、すべてが快適に楽

護

「新生、
救護チーム誕生！

しめるイベントを目指して編成された防音対策

すみだの救護は、攻めの

チーム！都市型フェスの多くが抱える防音対策

救護！ お客様やスタッフ

に、出演者や協賛企業や行政の協力のもと、全
力で取り組んでいます！今年の取り組み
は10ページをご覧ください！

IT・Web

https://sumida-jazz.jp/sj/volunteer/

国際交流

撮影隊

「すみだジャズのもう一つの顔、 「外国人の方にも一緒にすみだジャ
ズを楽しんでもらうお手伝いです。
公式サイトの制作と更新を行っ
外国人アーティストのサポートから、
ています。本番当日までの情報
外国人のお客様のサポート、
英語サ
発信だけでなく当日の迅速なア
イト運営など。
音楽に国境はない！
ナウンスで、出
Music has no borders. Let's enjoy together!!」
演 者と来 場 者
の 皆 さま が 思
う存分楽しめる
ようお手伝いし
ています！」

人

事

ボランティア申し込みは

すみだジャズは私たちが作っています！
第 10 回はぜひ一緒にスタッフとして参加しませんか？ 年齢、性別、職業等は問いません。
「一緒にすみだジャズを盛り上げたい！」という心があれば、みんな仲間。
ご連絡、お待ちしております！

バンド・ステージ委員会

アーティスト対応

広

報

備

すみだジャズの健康を支
えませんか？」

イベント

Tシャツ物販委員会

「『イベントの時に錦糸町の安全を

「暑い夏の日の熱いおもてなしを一

出演するすみジャズを、私達と一緒

守る、正義の味方』お客様もミュー

緒に計画しましょう！ どんどんあふ

みジャズの運営費を作り出す委員会です。も

にレンズに収めてみませんか？

ジシャンも私達がガードします！

れ出す貴方のアイディア大歓迎！

のづくりの墨田らしく妥協はせず、国産Tであっ

皆仲良くなるので怪しい人はいま

すみジャズでできるイベントって？

たりこだわりのデザイナーさんに描きおろして

すみだジャズのゲストミュージシャンが

「開催前はマスコミへの告知、近隣

「2日間で約300ものアーティストが

当日気持ちよく演奏できるよう、準備か

へのチラシ配りやポスター貼り、お

ら当日の対応まで行っています。憧れの

店へ写真展示依頼など。
全部の活動

ミュージシャンに接するチャンスです！

警

の健康を守ります。一緒に

「Tシャツやタオルなどを企画・制作・販売し、す

に参加できなく

音楽好きなら経験不問、
コンデジも

ても、
子供と一緒

可、夏の真ん中の「熱い」2日間を記

せん。身も心も解放できます。ボラ

音楽以外のイベントぜ～んぶ！

いただいたり。素敵なTシャツが出来上がり、

で もO K！ 当日

録に残す、貴方の熱 意をお待ちし

ンティア初参加も人もどうぞ、お待

子供向け

沢山の方々が着て歩く姿を見ると疲れも吹っ

ます」

ちして

イ ベ ント

飛びます。そして何よりフレンドリーな人たち

おりま

も 担 当し

に恵まれた委員会です」

す！」

ています」

機材資材班

地域連携

は インフォメー
ションブースでパ
ンフレットを配っ
たり来場者の案
内(*^^*)です」

物流チーム

グリーンエコ部隊

飲

食

「墨田区に在住・在勤する皆さんに、

すみだジャズのもうひとつのお楽しみ！ 本編終

屋台での飲食の販売を行っています。

ジの設置（椅子・テーブル・テントなどの準備や

ホームタウンで開催する♪すみだ

了後に開催する夜のセッションイベントを企画・

不燃さん♪）環境マネジメントや、バイオ

学園祭で模擬店を行っているような感

発電機のセッティング）まで、すべての機材資

ジャズフェスを一緒になって楽しん

運営している委員会です！ 音楽の知識は必要な

ディーゼルの活用など、さまざまな取り組

じで、
楽しむことがモットー！ やり切る

材の調達・準備・配置を行っています。機材を

でもらいたい。その気持ちを大切

し。他の委員会の活動をサポートしながら、お客さ

みをしておりeco japan cupでは特別賞を

楽しさを一緒に感じたい方、是非一緒

提供してくださる個人や企業そして出演ミュー

に、墨田区各所へポスターを掲示し

んだけではなくて出演者もスタッフも楽しめる空

頂 い た こと

にやりましょう！」

ジシャン達と打ち合わせをし、各ステージごと

たり、
チラシを配布しています。
」

「開催前より綺麗な街を目指して。エコト

「飲食委員会の活動としては主に当日、 「小さいものはガムテープから、メインステー

セッション委員会

「すみジャズの明るい窓口、人事委員

「ジャズや音響機器に詳しくなくったっ

「各会場に機材資材を届けていま

会です！ スタッフ募集とフレンドシッ

て、
【若葉マーク】
でもwelcome！ 出演

す。準備から配送と片付けが主な仕

プミーティングを主催しています☆本

バンドとのやりとりを通して、ひとつの

事の本当の裏方ですね。実は一番

番までは総勢1000人になるスタッフ

ステージをみんなが一緒になって創り

音楽を楽しめるポジションです！

名簿と配属先の管理。当日は早朝のス

上げる、、そこにお祭りのダイゴ味とヨ

楽しく音楽を聴きながら、いい汗か

タッフ受付から運営本部で窓口対応

ロコビを感じられたら、
アナタもバンス

きませんか？」

をしま

テの一員

も。JAZZを聴

の音響機材や楽

をつくります！ 楽

す♪」

です」

きながら、一

器を選定し管理。

しいことが大好き

緒にエコしま

やりがいがある

な人はぜひ一緒

しょう！」

委員会です」

に活動しましょう！

レーやエコレンジャー、
（写真は可燃くん、

間、すみだジャズで最後まで音が鳴っている場所
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ほかにも、打ち上げ委員会やBBQ委員会など沢山の仲間と共にがんばっております！！

すみだストリートジャズフェスティバルを
盛り上げてくれた皆さまに感謝！

協賛・協力（順不同・敬称略）

■後
援：墨田区、東京都、一般社団法人墨田区観光協会、東京商工会議所 墨田支部
■主
催：すみだストリートジャズフェスティバル実行委員会
■共同主催：（公財）墨田区文化振興財団（すみだトリフォニーホール指定管理者）／すみだトリフォニーホールステージのみ
■協賛：東武鉄道㈱、東武バス㈱、福島質店、アート石井、ケイヨー青山、㈱アズライト リーフ、インフォトランス㈱ / コスモサウンド、京成電
鉄㈱、京成バス㈱、生活協同組合コープみらい、タワーレコード、フットケアサロン SEN、インデックスヘア両国店、墨田区ホテル旅館組合、ろ
ばた焼 海賊、大衆ワイン酒場 バルバル、光星㈱、ホテルファミー INN 錦糸町、㈱ダウンタウンフーズ、ニシキ屋、東京ステーションビル テル
ミナ、JRA ウインズ錦糸町、㈱栃木屋酒店、酒屋ばる Tocci、学校法人立志舎、大塚産業㈱、錦糸町みとや、社会福祉法人賛育会病院、黒酢
の京山、ファミリーマート墨田錦糸町北口店、㈱ジェイコム東京すみだ・台東局、中ノ郷信用組合、ファミリーマートアルカセントラルビル店、
㈱東京楽天地、読売・日本テレビ文化センター錦糸町、TomTom 錦糸町店、東京東信用金庫、㈱鈴木楽器製作所、すみジャズ広報部、リバ
ティ、建設信頼性技術研究所、ベストウイングテクノ㈱ベストリホーム錦糸町ショールーム、㈱メトロス開発、ビリー・ザ・キッド、ビーンズ行
政書士事務所、東京建物㈱、丸源飲料工業㈱、岡建工事㈱、㈱海老屋總本舗、トーホー工業㈱、ViBAR、第一ホテル両国、丸和繊維工業㈱、新
星堂、東武タワースカイツリー㈱、尚美ミュージックカレッジ専門学校、島村楽器㈱、㈲東広、日の本研磨材㈱、セントラルサービス㈱、玉の肌
石鹸㈱、保険のあづま 吾妻商事㈱、メットライフ生命保険㈱、LOCO BAR、石井空学㈱、錦糸町を元気にする会、一般社団法人墨田区観光
協会、墨田区観光課、㈱北村、エスアールジータカミヤ㈱、ホリー㈱、㈱環境整備、㈱城東自動車工場、久米繊維工業㈱、㈱アルカタワーズ、㈱
エス・アール・エス・スガヤ、ミニストップ錦糸公園店、東日本旅客鉄道㈱、㈱山口エアーテック、パルシステム東京、日本音響エンジニアリ
ング㈱、亀沢四丁目町会、双麺、モスバーガー錦糸公園店、炭火串焼 酒処 福よし、医療法人スマイルプラス宇田川歯科医院、㈲吉田容器店、
㈱第一建設、㈱ベースオントップ、㈱オンザウェイ、NPO 法人国際ボランティア学生協会（Ivusa）、㈱ POOL、スミダ飲料工業㈱、キリンビー
ルマーケティング㈱、台湾日本友好文化交流協会、㈱トスネット首都圏、㈱やおきん、㈱ FLASH ONE、日本車輛製造㈱、㈱モトハラ、海鮮居
酒屋 MARU、勝美印刷㈱、錦糸町アルカファイブ自治会、モクシー東京錦糸町、㈱エコクラフト、㈱ハイサイド・コーポレーション、㈱東京
23 フットボールクラブ、、サウンドスタジオノア、SONOR、㈱三洋警備保障、ハミングバード法律事務所、ニホンハンダ㈱、㈱サンパック、オ
トキチ、㈱第一興商ビッグエコー、㈱魚久、㈲丸幸水産、東洋水産㈱、アサヒビール㈱、ポッカサッポロフード＆ビバレッジ㈱、松下運輸㈱、㈱
トランスフォーマー、ORPHEUS RECORDS、LITTLE SAKE SQUARE、和の奏、割烹 船生、すみだバル Vigor、CAFÉ STYLE COJIRO、
作゛～ざく～、勝手串 花火、炭火焼肉 寿恵比呂、柳島カフェ、ミスター・デンジャー錦糸町店、刀削麺荘 唐家、29BROS、EL TRAGON、和
食 Dining 笑酒、プティヴェール、パンダジュース、wkwk&coffee、創作鉄板 粉者、緑通信、小樽ジンギスカン 北とうがらし、日本ミニコン
ピュータシステム㈱、㈱ M&A コンサルティング、㈱ピーアンドアイ、㈱東京アート印刷所、㈱ペッパーフードサービス、専門学校東京アナウン
ス学院、三建リース㈱、三井住友銀行 錦糸町支店、emishi、東京ソラマチ、ROCK BOTTOM、押上天祖神社、おしなりくんの家、鈴木興産
パークスタジオ、cafe kohana、大黒湯、NPO 法人カラフル・コネクターズ、スターバックスコーヒー 1F 錦糸町オリナス店、SILKROAD
CAFE、82 ALE HOUSE、スターバックスコーヒー2F 錦糸町テルミナ 2 店、
東武ホテルレバント東京、
丸井錦糸町、
サラヤ㈱、TOKYO 油田、
ネクストエナジー・アンド・リソース㈱、㈲クリエイト・レント、立川菊川まちづくり研究会、てーねん・どすこい倶楽部、三菱ＵＦＪ銀行、お
しなり商店街振興組合、本所吾妻橋商店会、セブンネットショッピング、㈱伊藤園 他（順不同）

個人スポンサー（順不同・敬称略）

小林正典、浅見真、すみジャズゴスペルクワイア2018（鈴子容子、原田由美、足立寿子、濱田哲彦）、沙織、松浦良明、MUSAIQ、
マ
ルクロ・ジャズ・オーケストラ、Live Cafe BACK IN TIME、波多晋、Cerasus Lepus、RIO、
マスダスインゴ、岩間武久、the ルニア、
The Piggyback、ONLYesterday、michi & ダイナマイト大橋、柴田ヒロキ 佐藤多繭、おっと♪もっと、桃井美由紀、Yoshida Kabanz、
ひろせひろみ＆中尾剛也、のりしん、川上哲夫、岡村水木、カネコミツヒロ、渡嘉敷直康、関根聖子、小野塚範夫、千住ヤッチャイ大学

企業寄付（順不同・敬称略）

人形焼 山田家、エビス印刷工業㈱、大倉事業㈱、大図会計、GVC、元気堂、加賀屋、㈱勉強屋、高木商会、㈱日本水処理技研、東洋リネン
サプライ、熊本ダイニングキッチン馬刺し 居酒屋、創価学会墨田文化会館、小弓テクノ、Wonderful by Camelia、㈱サンリバ・グリーン、
かんべ歯科医院、クリーン21、小西商店

今年

すみだジャズは、町会自治会のみなさまのご協力を得て、運営しております。 ご もあり
が
ざい
ご協力いただいた地元町内会の皆さま（順不同）
まし とう
た！
江東橋二丁目町会、江東橋三丁目町会、亀沢一丁目町会、亀沢二丁目町会、亀沢三丁目町会、亀沢四丁目町会、石原一丁目町会、
石原二丁目町会、石原三丁目町会、石原四丁目町会、本所一丁目町会、本所二丁目町会、本所四丁目町会、東駒形一丁目町会、東
駒形二丁目町会、東駒形三丁目町会、東駒形四丁目町会、吾妻橋一丁目町会、リバーピア吾妻橋ライフタワー自治会、吾妻橋二丁目町会、吾妻橋三丁目町会、
錦糸一丁目町会、錦糸町アルカファイブ自治会、錦糸町アルカハビタ自治会、錦糸三和町会、太平一丁目町会、太平二丁目町会、太平三丁目町会、太平四丁目町会、
横川一丁目町会、横川二丁目町会、横川三丁目町会、横川四丁目町会、横川五丁目南部町会、横川五丁目旭町会、横川五丁目東部町会、横川五丁目北部町会、
業平橋住宅自治会、業平二丁目南町会、業平二丁目町会、業平三丁目南町会、業平四丁目南部町会、業平四丁目町会、業平五丁目町会、業平五丁目北部町会、
Brillia タワー東京自治会、東白鬚第一マンション自治会、隅田西町会

実行委員＆ボランティア（順不同）※ボランティアのお名前は、事前登録された方々です。

鈴木礼子、遠藤正樹、舘誉、小林奈緒、藤井まなみ、大野雅之、鈴木真英、小澤麻里子、黒坂千絵、成島一仁、仁保学、若松ひろ子、剱持智美、多賀健太郎、
佐藤千洋、水谷ちづる、丹本信紀、瀬崎俊英、高塚章義、前田欣吾、山口諭、斎藤昭彦、岩坪勇一、馬場由紀、中林勇斗、中島智宏、波多晋、坂本克之、
海老有見、佐原正広、丹澤寛、村田佳代、沼田悟、釜本真理、穂積鮎美、後上貴久、西村孝弘、相澤まゆ、菅野雄太、大垣昌之、武本和美、児玉ちよみ、
松橋浩嗣、鈴木治、奥平智朗、吉岡千恵子、鵜野千賀子、大森杏子、松下貴志、板東理枝、劔持彰規、北廣和江、高野由理、牧野由美、毛利哲、大沼奈々、
馬場孝、宮崎智加子、富岡和裕、星佳徳、村上悠子、Ed Wienecke、大小田恵子、上本紀子、齋藤由香、柏木佐恵子、大鹿祐介、橋本直子、進藤哲宏、
本阿弥英子、本阿弥ひかり、藤田直美、水谷肇、座間敦士、加賀見友里、奥山裕二、村越都子、能厚準、阿部恵、川野陽子、工藤有里、白桃花 ( 松本明子 )、
丸満竜太、浦野有加、山田佐知子、谷本沙羅、伊藤忠直、岩下佳由、豊島匠子、岡村たか子、林和夫、井黒かおり、川戸信子、中西杏奈、太田浩司、
広瀬祐一、薄井玲子、中島健一郎、畑瀬桃子、志鎌照子、小内友紀子、今関尊丸、藤巻正己、及川陽子、小林正英、熊谷幸枝、新井和仁、田久保里美、
権丈玲奈、土田美奈子、岩佐武、三浦みどり、小宮純、永井公男、星野瑞帆、渡辺日向子、淺見彰一、北本太郎、佐野真由美、藤原大樹、鴻野敦司、
鴻野日出子、小平珠理、坪内春樹、冨島幸子、及川秀子、菅野孝治、木山聡子、加藤利廣、吉田真衣、田辺順一郎、多賀康之、古川正紀、藤村政隆、
長浦尚志、齋籐康太、森朋仁、結城淑、林裕子、戸塚祐介、青木禎斉、齋藤夏希、齋藤絢斗、島田進、望月尚代、御園生奈々子、北原吏紗、斉藤シラベ、
田中ゆみこ、中村直孝、小川翔史、小笠原房子、岡本直樹、安保春菜、遠藤宏行、白井麻美、堀越亜衣子、山本勝治、金子善隆、井上航、笛吹昌代、
羽田千代子、高野淳也、大平綾香、中村和広、西山麟、楢木野綾子、武内愛生、西村泰宏、村上研、中屋謙一、西島拓、藤田大輔、中村伸一、間野岳彦、
舛野生太、細川かおる、武内優真、新井由紀、篠原小夜子、高橋晴子、藤本高志、大谷美樹、安村弥生、境萌美、久保勝弘、原田裕美、望月清香、
佐藤理絵子、岡田紀子、林一琳、リン・フェイユィ、張心于、葉家妤、張瀞分、陳惠英、渡邊豊、山口大輔、本山儀文、谷本富美子、吉澤昌志、後藤啓、
荻野真美、渡邉法久、中島智恵、並木大悟、岡村優樹、石川和芳、小山明、鈴木正仁、添野衛、尾野村里子、菅野快、木野下雅、小竹美穂、小磯智子、
松丸知宏、渡辺拓、清水紀子、鈴木あゆ、玉木玲音、RIKU SHINMURA、後藤泰一、大塚裕人、川端宏生、宮内章、池上徹、小嶋康之、井黒聖、溝原照子、
河角健二、猪早憲、小嶋郁子、田中和重、宮城志帆、中沢咲希、中沢剛、若山ひづる、清原ゆきの、上野民子、岡田崇、福岡由啓、金口新、小嶋明子、
宮坂成之、池田直美、河西真来、松谷喜雄、唐澤蘭、岡本祐子、池田百花、古畑清夏、設楽彩子、長田照秋、高橋真樹、麻生里歩、吉成政樹、磯部美奈、
武藤翔子、小森篤也、佐藤志穂子、藤井幸一、畑中絵莉子、眞鍋一隆、吉井里奈、栗原拓也、興津智紀、篠原絵美、佐々礼子、倉股晃、谷澤博士、
石川ヒロヤス、小澤礼文、目黒紀史、天満昭一、三村広人、倉永展代、二荒晴彦、小磯利佳、西村晋、長直治、長屋弓子、カラコネオフィス、北村花純、
藤田流々、寺川雄太、山士家正隆、齋藤未央、照内メリー、尾見聰、宮澤保、山田真奈美、山田奈菜花、山田直大、榎本雅子、中村保彦、鈴木由美子、
高橋真美、佐藤智幸、松村健司、小田川明子、鷹野はるみ、塚本徳子、樽井陽子、佐々木美穂、山田拓実、嶋田祐香、土屋和弘、田中みずき、吉見昇平、
中澤晶、太田洋子、池田朋子、高橋英里、宮寺宏明、富優加、川羽田美砂恵、岡山聖子、工藤多絵、長嶋京祐、勅使河原貴志、伊藤薫子、浜田麻理、
阿部志穂、藤本淑晃、西村俊一、金子勧、長嶋崇、齋藤晴香、手島奈津子、玉木隆大、高橋聡江、能舞央、一般社団法人東京イラストレーターズ・
ソサエティ、宮地いつき、永島希、水野、加藤凌、小澤一馬、青山夕海、澤田洋輝、農山盛皓、高野洋二、佐藤雅英、木村春香、小野翼、栗原宏枝、亀田圭祐、
福島志朗、太田秀明、小枝三貴、亀田圭祐、加藤潤子、岩崎信爾、竹田花梨、藤田涼、高井彩花、本田勇輝、渡辺学、川道貴子、小山いずみ、三橋祐太、
小池達也、大谷明日香、岩下ナミコ、石川恭由、古平あゆ美、笠井凜千花、亀沢 4 丁目町会、下岡絵美里、越水佐季、野村大河、加藤聖梨、安田瑛生、
三島琴子、後藤陸、市川みなみ、石山香織、塚本賢治、ORPHEUS RECORDS、㈱松下運輸、㈱エコクラフト、尚美ミュージックカレッジ専門学校、
NPO 法人日本ラテンアメリカ友好協会、大住龍司、松田柾人、田中梨瑚、長島吏央、野本来海、太田桃嘉、佐藤旭広、竹下敏成、金澤颯斗、小林奈乃羽、
高橋ひばり、野口つばさ、福田大斗、佐藤多幸奈、長谷川怜央、山下真和都、大坂波音 、小嶋亮太、小林拓海、今野沙彩、笹森聖司、鈴木天真、藤枝稜馬、
矢野目典久 、小出耕平、鈴木太陽、竹原祐人、平岩孝太、石井優花、岸明加莉、木幡良莞、坂倉日菜、寺田梨華、戸田日向莉、峯風羽子、石田涼乃、
小林駿斗、田中寧々、田中莉奈 、仲沢綾夏、慶野ひなた、高野眞央、三輪莉香子、森野美椰 、横尾美咲、大浦舞、塩川宜弘、北原紀子、大和雅俊、
森谷美和、
クリーン 21、NPO 法人国際ボランティア学生協会 Ivusa、山田悟、平澤龍一、横山忠寿、中村 男、大久保秀幸、田中哲、鈴木好、中村日出夫、
堀田一郎、酒井哲、坂岸栄治、森山貞春、中島幸雄、谷川伸人、田村正一、久保田健一、岡陽子、永易寿子、本田守孝、ふなばしミュージックストリート、
大石悠生、青木優衣、板垣拓海、池香月、金主理、小林知音、坂井俊之、佐藤ルミ、西岡裕美、古志智也、サウンドキャパシティ、東京富士大学イベントゼミ、
専門学校東京アナウンス学院、わせだ吹奏楽同好会（緩）（下岡絵美里、越水佐季、野村大河、加藤聖梨、安田瑛生、三島琴子、後藤陸、市川みなみ、
石山香織、塚本賢治）、都立本所高等学校（北原紀子、大和雅俊、森谷美和、大住龍司、松田柾人、田中梨瑚、長島吏央、野本来海、太田桃嘉、佐藤旭広、
竹下敏成、金澤颯斗、小林奈乃羽、髙橋ひばり、野口つばさ、福田大斗、佐藤多幸奈、長谷川怜央、山下真和都、大坂波音、小嶋亮太、小林拓海、今野沙彩、
笹森聖司、鈴木天真、藤枝稜馬、矢野目典久、小出耕平、鈴木太陽、竹原祐人、平岩孝太、石井優花、岸明加莉、木幡良莞、坂倉日菜、寺田梨華、
戸田日向莉、峯風羽子、石田涼乃、小林駿斗、田中寧々、田中莉奈、仲沢綾夏、慶野ひなた、髙野眞央、三輪 莉香子、森野美椰、横尾美咲、大浦舞、
塩川宜弘）、奥野智之、佐藤果奈、飯田久美子、jazz in fuchu 実行委員会、北野勝義、山崎礼子、伊貝光香子、前田達也、常世田敬、田中時之、中西 環輝、
高山真輔、小野敦子、小野宏斗、皆川峻哉、山田さな、中根涼夏、剱持百香、剱持実香、林夏恵、篠原和香、岡本天、岡本海央、富優加、川羽田美砂恵、
川羽田美砂恵、ていねん・どすこい倶楽部、アミーゴと愉快な仲間たち、三菱ＵＦＪ銀行、太田茉莉瑛、山田やすよ

第10回目でまたお会いしましょう！

すみだストリートジャズフェスティバル実行委員会

SUMIDA STREET JAZZ FESTIVAL
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NPO法人国際ボランティア学生協会
（Ivusa）

錦糸町アルカファイブ自治会

㈲クリエイト・レント 三菱ＵＦＪ銀行

Special
Supporter

東洋水産㈱

すみだジャズを応援しています

てーねん・どすこい倶楽部

㈱岡田商店
東京玩具新生会
東京23フットボールクラブ

東京富士大学イベントゼミ ビリー・ザ・キッド JAZZ in FUCHU

（順不同）

すみだジャズに関わってくれた
すべての方へ、

学校法人立志舎

本当にありがとうございました！
来年もよろしくおねがいします！

ろばた焼 海賊

㈱ショクカイ

東洋リネンサプライ㈱

NPO法人
亀沢四丁目町会 日本ラテンアメリカ友好協会

東京東信用金庫 本所吾妻橋商店会 錦糸町を元気にする会

SUMIDA STREET JAZZ FESTIVAL

㈲吉田容器店

坊々樹

スミダ飲料㈱

㈱六工房

黒酢の寿司 京山

㈱山口エアーテック

創価学会 墨田文化会館

㈱第一建設

専門学校東京アナウンス学院

大正製薬㈱

㈱大塚製薬工場

㈱環境整備

タイランド
フィッシャリージャパン㈱

東京都立本所高等学校 海鮮居酒屋 MARU

武蔵大学

三建リース㈱

㈱POOL

Ark Sound

立川菊川まちづくり研究会

LOCO BAR

ポッカサッポロ
㈱オンザウェイ フード＆ビバレッジ㈱
宇田川歯科医院

㈲丸幸水産
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NPO法人カラフル・
一般社団法人
墨田区
コネクターズ
東京イラストレーターズ・ソサエティ ホテル旅館組合

SUMIDA STREET JAZZ FESTIVAL

セントラルサービス株式会社 おしなり商店街振興組合
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松下運輸㈱

今年

すみだジャズは、町会自治会のみなさまのご協力を得て、運営しております。 ご もあり
が
ざい
ご協力いただいた地元町内会の皆さま（順不同）
まし とう
た！
江東橋二丁目町会、江東橋三丁目町会、亀沢一丁目町会、亀沢二丁目町会、亀沢三丁目町会、亀沢四丁目町会、石原一丁目町会、
石原二丁目町会、石原三丁目町会、石原四丁目町会、本所一丁目町会、本所二丁目町会、本所四丁目町会、東駒形一丁目町会、東
駒形二丁目町会、東駒形三丁目町会、東駒形四丁目町会、吾妻橋一丁目町会、リバーピア吾妻橋ライフタワー自治会、吾妻橋二丁目町会、吾妻橋三丁目町会、
錦糸一丁目町会、錦糸町アルカファイブ自治会、錦糸町アルカハビタ自治会、錦糸三和町会、太平一丁目町会、太平二丁目町会、太平三丁目町会、太平四丁目町会、
横川一丁目町会、横川二丁目町会、横川三丁目町会、横川四丁目町会、横川五丁目南部町会、横川五丁目旭町会、横川五丁目東部町会、横川五丁目北部町会、
業平橋住宅自治会、業平二丁目南町会、業平二丁目町会、業平三丁目南町会、業平四丁目南部町会、業平四丁目町会、業平五丁目町会、業平五丁目北部町会、
Brillia タワー東京自治会、東白鬚第一マンション自治会、隅田西町会

実行委員＆ボランティア（順不同）※ボランティアのお名前は、事前登録された方々です。

鈴木礼子、遠藤正樹、舘誉、小林奈緒、藤井まなみ、大野雅之、鈴木真英、小澤麻里子、黒坂千絵、成島一仁、仁保学、若松ひろ子、剱持智美、多賀健太郎、
佐藤千洋、水谷ちづる、丹本信紀、瀬崎俊英、高塚章義、前田欣吾、山口諭、斎藤昭彦、岩坪勇一、馬場由紀、中林勇斗、中島智宏、波多晋、坂本克之、
海老有見、佐原正広、丹澤寛、村田佳代、沼田悟、釜本真理、穂積鮎美、後上貴久、西村孝弘、相澤まゆ、菅野雄太、大垣昌之、武本和美、児玉ちよみ、
松橋浩嗣、鈴木治、奥平智朗、吉岡千恵子、鵜野千賀子、大森杏子、松下貴志、板東理枝、劔持彰規、北廣和江、高野由理、牧野由美、毛利哲、大沼奈々、
馬場孝、宮崎智加子、富岡和裕、星佳徳、村上悠子、Ed Wienecke、大小田恵子、上本紀子、齋藤由香、柏木佐恵子、大鹿祐介、橋本直子、進藤哲宏、
本阿弥英子、本阿弥ひかり、藤田直美、水谷肇、座間敦士、加賀見友里、奥山裕二、村越都子、能厚準、阿部恵、川野陽子、工藤有里、白桃花 ( 松本明子 )、
丸満竜太、浦野有加、山田佐知子、谷本沙羅、伊藤忠直、岩下佳由、豊島匠子、岡村たか子、林和夫、井黒かおり、川戸信子、中西杏奈、太田浩司、
広瀬祐一、薄井玲子、中島健一郎、畑瀬桃子、志鎌照子、小内友紀子、今関尊丸、藤巻正己、及川陽子、小林正英、熊谷幸枝、新井和仁、田久保里美、
権丈玲奈、土田美奈子、岩佐武、三浦みどり、小宮純、永井公男、星野瑞帆、渡辺日向子、淺見彰一、北本太郎、佐野真由美、藤原大樹、鴻野敦司、
鴻野日出子、小平珠理、坪内春樹、冨島幸子、及川秀子、菅野孝治、木山聡子、加藤利廣、吉田真衣、田辺順一郎、多賀康之、古川正紀、藤村政隆、
長浦尚志、齋籐康太、森朋仁、結城淑、林裕子、戸塚祐介、青木禎斉、齋藤夏希、齋藤絢斗、島田進、望月尚代、御園生奈々子、北原吏紗、斉藤シラベ、
田中ゆみこ、中村直孝、小川翔史、小笠原房子、岡本直樹、安保春菜、遠藤宏行、白井麻美、堀越亜衣子、山本勝治、金子善隆、井上航、笛吹昌代、
羽田千代子、高野淳也、大平綾香、中村和広、西山麟、楢木野綾子、武内愛生、西村泰宏、村上研、中屋謙一、西島拓、藤田大輔、中村伸一、間野岳彦、
舛野生太、細川かおる、武内優真、新井由紀、篠原小夜子、高橋晴子、藤本高志、大谷美樹、安村弥生、境萌美、久保勝弘、原田裕美、望月清香、
佐藤理絵子、岡田紀子、林一琳、リン・フェイユィ、張心于、葉家妤、張瀞分、陳惠英、渡邊豊、山口大輔、本山儀文、谷本富美子、吉澤昌志、後藤啓、
荻野真美、渡邉法久、中島智恵、並木大悟、岡村優樹、石川和芳、小山明、鈴木正仁、添野衛、尾野村里子、菅野快、木野下雅、小竹美穂、小磯智子、
松丸知宏、渡辺拓、清水紀子、鈴木あゆ、玉木玲音、RIKU SHINMURA、後藤泰一、大塚裕人、川端宏生、宮内章、池上徹、小嶋康之、井黒聖、溝原照子、
河角健二、猪早憲、小嶋郁子、田中和重、宮城志帆、中沢咲希、中沢剛、若山ひづる、清原ゆきの、上野民子、岡田崇、福岡由啓、金口新、小嶋明子、
宮坂成之、池田直美、河西真来、松谷喜雄、唐澤蘭、岡本祐子、池田百花、古畑清夏、設楽彩子、長田照秋、高橋真樹、麻生里歩、吉成政樹、磯部美奈、
武藤翔子、小森篤也、佐藤志穂子、藤井幸一、畑中絵莉子、眞鍋一隆、吉井里奈、栗原拓也、興津智紀、篠原絵美、佐々礼子、倉股晃、谷澤博士、
石川ヒロヤス、小澤礼文、目黒紀史、天満昭一、三村広人、倉永展代、二荒晴彦、小磯利佳、西村晋、長直治、長屋弓子、カラコネオフィス、北村花純、
藤田流々、寺川雄太、山士家正隆、齋藤未央、照内メリー、尾見聰、宮澤保、山田真奈美、山田奈菜花、山田直大、榎本雅子、中村保彦、鈴木由美子、
高橋真美、佐藤智幸、松村健司、小田川明子、鷹野はるみ、塚本徳子、樽井陽子、佐々木美穂、山田拓実、嶋田祐香、土屋和弘、田中みずき、吉見昇平、
中澤晶、太田洋子、池田朋子、高橋英里、宮寺宏明、富優加、川羽田美砂恵、岡山聖子、工藤多絵、長嶋京祐、勅使河原貴志、伊藤薫子、浜田麻理、
阿部志穂、藤本淑晃、西村俊一、金子勧、長嶋崇、齋藤晴香、手島奈津子、玉木隆大、高橋聡江、能舞央、一般社団法人東京イラストレーターズ・
ソサエティ、宮地いつき、永島希、水野、加藤凌、小澤一馬、青山夕海、澤田洋輝、農山盛皓、高野洋二、佐藤雅英、木村春香、小野翼、栗原宏枝、亀田圭祐、
福島志朗、太田秀明、小枝三貴、亀田圭祐、加藤潤子、岩崎信爾、竹田花梨、藤田涼、高井彩花、本田勇輝、渡辺学、川道貴子、小山いずみ、三橋祐太、
小池達也、大谷明日香、岩下ナミコ、石川恭由、古平あゆ美、笠井凜千花、亀沢 4 丁目町会、下岡絵美里、越水佐季、野村大河、加藤聖梨、安田瑛生、
三島琴子、後藤陸、市川みなみ、石山香織、塚本賢治、ORPHEUS RECORDS、㈱松下運輸、㈱エコクラフト、尚美ミュージックカレッジ専門学校、
NPO 法人日本ラテンアメリカ友好協会、大住龍司、松田柾人、田中梨瑚、長島吏央、野本来海、太田桃嘉、佐藤旭広、竹下敏成、金澤颯斗、小林奈乃羽、
高橋ひばり、野口つばさ、福田大斗、佐藤多幸奈、長谷川怜央、山下真和都、大坂波音 、小嶋亮太、小林拓海、今野沙彩、笹森聖司、鈴木天真、藤枝稜馬、
矢野目典久 、小出耕平、鈴木太陽、竹原祐人、平岩孝太、石井優花、岸明加莉、木幡良莞、坂倉日菜、寺田梨華、戸田日向莉、峯風羽子、石田涼乃、
小林駿斗、田中寧々、田中莉奈 、仲沢綾夏、慶野ひなた、高野眞央、三輪莉香子、森野美椰 、横尾美咲、大浦舞、塩川宜弘、北原紀子、大和雅俊、
森谷美和、
クリーン 21、NPO 法人国際ボランティア学生協会 Ivusa、山田悟、平澤龍一、横山忠寿、中村 男、大久保秀幸、田中哲、鈴木好、中村日出夫、
堀田一郎、酒井哲、坂岸栄治、森山貞春、中島幸雄、谷川伸人、田村正一、久保田健一、岡陽子、永易寿子、本田守孝、ふなばしミュージックストリート、
大石悠生、青木優衣、板垣拓海、池香月、金主理、小林知音、坂井俊之、佐藤ルミ、西岡裕美、古志智也、サウンドキャパシティ、東京富士大学イベントゼミ、
専門学校東京アナウンス学院、わせだ吹奏楽同好会（緩）（下岡絵美里、越水佐季、野村大河、加藤聖梨、安田瑛生、三島琴子、後藤陸、市川みなみ、
石山香織、塚本賢治）、都立本所高等学校（北原紀子、大和雅俊、森谷美和、大住龍司、松田柾人、田中梨瑚、長島吏央、野本来海、太田桃嘉、佐藤旭広、
竹下敏成、金澤颯斗、小林奈乃羽、髙橋ひばり、野口つばさ、福田大斗、佐藤多幸奈、長谷川怜央、山下真和都、大坂波音、小嶋亮太、小林拓海、今野沙彩、
笹森聖司、鈴木天真、藤枝稜馬、矢野目典久、小出耕平、鈴木太陽、竹原祐人、平岩孝太、石井優花、岸明加莉、木幡良莞、坂倉日菜、寺田梨華、
戸田日向莉、峯風羽子、石田涼乃、小林駿斗、田中寧々、田中莉奈、仲沢綾夏、慶野ひなた、髙野眞央、三輪 莉香子、森野美椰、横尾美咲、大浦舞、
塩川宜弘）、奥野智之、佐藤果奈、飯田久美子、jazz in fuchu 実行委員会、北野勝義、山崎礼子、伊貝光香子、前田達也、常世田敬、田中時之、中西 環輝、
高山真輔、小野敦子、小野宏斗、皆川峻哉、山田さな、中根涼夏、剱持百香、剱持実香、林夏恵、篠原和香、岡本天、岡本海央、富優加、川羽田美砂恵、
川羽田美砂恵、ていねん・どすこい倶楽部、アミーゴと愉快な仲間たち、三菱ＵＦＪ銀行、太田茉莉瑛、山田やすよ

第10回目でまたお会いしましょう！

すみだストリートジャズフェスティバル実行委員会
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