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 株式会社山野楽器（本社：東京都中央区銀座、代表取締役社長 山野政彦）は、2019 年 8 月 11 日(日・祝)、

12 日(月・振休) 大宮ソニックシティ 大ホールにて、『第 50 回 YAMANO BIG BAND JAZZ CONTEST』を開

催いたします。創業以来「音楽普及による社会貢献」を理念とする当社は『ヤマノ・ビッグバンド・ジャ

ズ・コンテスト』を毎年継続して開催、本年第 50 回を迎えます。第 5 回大会よりコンテスト形式とし、お

互い競い合う中で技術と質を向上させ、学生ビッグバンドの振興に寄与してまいりました。またこれまでに、

現在のジャズシーンで活躍する数多くのプロミュージシャンを輩出していることでも知られております。 

昨年 20 位までの実績によるシードバンドに加え、東日本、西日本の各予選を経て、全出場バンドが出そろ

いました。ビッグバンドジャズの甲子園と呼ばれる“夏のヤマノ”を目指して練習を重ねてきた各学生ビッ

グバンドの奏でる素晴らしいジャズの演奏に、どうぞご期待ください！ 

さらに 50 回記念大会は、大ホールに隣接する国際会議室にて、過去 50 年の歴史を振り返りながら、現役

学生と OB が集う場を設けます。また小ホールでは“山野 ジャズ”として小学生から一般の方が参加するジ

ャズイベントを同時開催いたします。特別企画詳細は後日改めてご案内いたします。 

 

 

  

NEWS RELEASE 

学生ビッグバンドの甲子園 YAMANO BIG BAND JAZZ CONTEST  

50回記念大会 出場バンド決定！ 

[8/11(日・祝)、12(月・振休) 大宮ソニックシティ 大ホール] 



『第 50 回 YAMANO BIG BAND JAZZ CONTEST(ヤマノ・ビッグバンド・ジャズ・コンテスト)』 

◆日時：2019 年 8 月 11 日（日・祝） 、12 日（月・振休） 

◆会場：大宮ソニックシティ 大ホール 

◆チケット：7 月上旬販売開始予定 

 ●1 日券（8 月 11 日券、8 月 12 日券）前売券 各 2,500 円 / 当日券 各 2,800 円 

 ●通し券 前売券 4,500 円 / 当日券 5,000 円 

 ●小中高生割引（1 日当日券のみ） 1,000 円 ※前売はございません。※生徒証をご提示いただきます 

 ※表示価格はすべて税込価格です。 

 ※チケットは、前売券、当日券ともに売り切れになる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

◆審査員長：内堀 勝（ウチボリ マサル）（作・編曲家） 

 審査員：岩瀬立飛（イワセ タッピ）(ドラマー/作曲・編曲) 

     エリック・ミヤシロ（エリック ミヤシロ）（トランペット・アーティスト） 

     岡崎正通（オカザキ マサミチ）（音楽ライター） 

     角田健一（ツノダ ケンイチ）（作・編曲家/トロンボーンプレイヤー） 

     本田雅人（ホンダ マサト）（作・編曲家/サックスプレイヤー） 

     三木敏悟（ミキ ビンゴ）（作・編曲家） 

     守屋純子（モリヤ ジュンコ）（作・編曲家/ジャズピアニスト） 

◆総合司会：国府弘子（コクブ ヒロコ）（ピアニスト/作・編曲家） 

◆ゲストバンド： 

8 月 11 日(日・祝）内堀勝ビッグバンド plays 学バン☆ベストヒット 

8 月 12 日(月・振休) 森寿男とブルーコーツ 

◆スペシャルステージ：社会人 YAMANO BIG BAND JAZZ FESTIVAL YBBJF アワード受賞バンド 

BB! STUDIO BIG BAND 

Basie the Last Decade Big Band Tribute to Count Basie and His Orchestra 

◆予選(終了)： 

東日本予選：5/12(日) 杜のホールはしもと ホール 

西日本予選：5/19(日) 阿倍野区民センター 大ホール 

◆YBBJC 公式サイト： http://www.yamano-music.co.jp/docs/ybbjc/index.html 

◆YBBJC 公式 Facebook ページ：https://www.facebook.com/ybbjc/ 

◆本選出場バンド(35 バンド) 

8 月 11 日（日・祝） 

1 ：横浜国立大学 ベイサウンド・ジャズ・オーケストラ 

2 ：関西学院大学 K.G. スウィング・チャリオティアーズ 

3 ：中央大学 スウィング・クリスタル・オーケストラ 

4 ：慶應義塾大学 K.M.P. ニュー・サウンド・オーケストラ 

5 ：日本医科大学 ミッドナイト・サウンズ・ジャズ・オーケストラ 

6 ：甲南大学 ニューポート・スウィング・オーケストラ 

7 ：大阪大学 ザ・ニュー・ウェイヴ・ジャズ・オーケストラ 

8 ：愛知学院大学 スインギング・オール・スターズ 

http://www.yamano-music.co.jp/docs/ybbjc/index.html
https://www.facebook.com/ybbjc/


9 ：法政大学 ニュー・オレンヂ・スウィング・オーケストラ 

10：横浜市立大学 セカンド・ウィンド・ジャズ・オーケストラ 

11：昭和音楽大学 リリー・ジャズ・オーケストラ 

12：神戸大学 KOBE マソック・ジャズ・オーケストラ 

13：敬和学園大学 ジャズ・クエスト 

14：早稲田大学 ハイソサエティ・オーケストラ 

15：名古屋大学 エーデル・レーテ・ジャズ・オーケストラ 

16：東京工業大学 ロス・ガラチェロス 

17：金沢大学 モダン・ジャズ・ソサエティ 

18：青山学院大学 ロイヤル・サウンズ・ジャズ・オーケストラ 

19：昭和大学 メディカル・オール・スターズ・ジャズ・オーケストラ 

20：愛知大学 ブルー・スターズ・ジャズ・オーケストラ 

21：同志社大学 ザ・サード・ハード・オーケストラ 

 

8 月 12 日（月・振休） 

1 ：筑波大学 ネオポリス・ビッグバンド 

2 ：成蹊大学 コンパル・サウンズ・ジャズ・オーケストラ 

3 ：東洋大学 グルービー・サウンズ・ジャズ・オーケストラ 

4 ：京都大学 ダーク・ブルー・ニュー・サウンズ・オーケストラ 

5 ：神奈川大学 カレッヂ・サウンズ・オーケストラ 

6 ：日本大学 ホワイト・リズム・エコーズ・オーケストラ 

7 ：慶應義塾大学 ライト・ミュージック・ソサイェティ 

8 ：東北大学 ニュー・フォレスト・ジャズ・オーケストラ 

9 ：獨協大学 スウィンギン・キャッツ・ジャズ・オーケストラ 

10：日本大学 リズム・ソサエティ・オーケストラ 

11：立教大学 ニュー・スウィンギン・ハード 

12：芝浦工業大学 カレッジ・ソサエティ・ジャズ・オーケストラ 

13：東京大学 ジャズ・ジャンク・ワークショップ 

14：明治大学 ビッグ・サウンズ・ソサエティ・オーケストラ



 

【株式会社山野楽器 (YAMANO MUSIC CO.,LTD) 】 

銀座 4 丁目に本社を構える、1892 年創業の総合音楽専門店。ピアノやギター、管弦楽器などの楽器全般、 

楽譜や CD の小売のほか、テイラーギター、リッケンバッカー、コアロハウクレレなどの国内総代理店を務

める。 

首都圏を中心に、全国 43 店舗、49 教室を運営。 

本社： 〒104-0061 東京都中央区銀座 4-5-6 

創立： 1892 年 (明治 25 年) 4 月 21 日  

設立： 1915 年 (大正 4 年) 3 月 20 日 

主な事業内容：楽器、楽譜、付属品、輸入楽器などの小売、および卸売 

音楽・映像ソフト（CD/DVD/ブルーレイなど）の小売、 

音楽教室の運営、音楽に関するイベント事業 

Wisdom Guitar ほか、企画開発商品の販売および卸売 

主な海外取り扱いブランド：Taylor Guitars、G&L、Rickenbacker、 

Hofner、KoAloha Ukulele、Levy's Leathers ほか 

ホームページ：https://www.yamano-music.co.jp/ 

Facebook：https://www.facebook.com/yamanomusic 

Twitter：https://twitter.com/yamanomusic 

Instagram：https://www.instagram.com/yamano_music/ 

YouTube：https://www.youtube.com/c/yamanomusic_official 

 

※山野楽器への取材などのお問い合わせ：https://www.yamano-music.co.jp/info/public_inquiry.html 

※過去のプレスリリース：https://www.yamano-music.co.jp/company/press-release/ 

 

銀座山野楽器 本店 
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