
智詠ライブ履歴（４） 2009～2010

２００９ 年

2009/1/15 東京 西荻窪 ビストロ・サンジャック 熊坂るつこ

2009/1/16 東京 祖師谷 ムリウイ 福田大治・岩川光

2009/1/22 埼玉 久喜 イトーヨーカドー パルマ ホットハート・フェスティバル

2009/1/22 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代 Tango tinto

2009/1/23 埼玉 久喜 イトーヨーカドー 芝崎早智子 ホットハート・フェスティバル

2009/1/24 東京 六本木 ノチェーロ 岡田浩安・橋本仁 ウタウアシブエ

2009/1/29 千葉 柏 Studio WUU 岡田浩安・山本恭久・芹澤シゲキ・桑原健一・渡辺大輔 10th Anniversary for Next Decade

2009/2/4 東京 西荻窪 ビストロ・サンジャック 青木菜穂子

2009/2/5 東京 六本木 ノチェーロ 八木啓代

2009/2/7 大阪 御幣島 喫茶サザンカ 岡田浩安・桑原健一・渡辺大輔

2009/2/8 大阪 新大阪 KOKO PLAZA 岡田浩安・橋本仁・桑原健一・渡辺大輔
山田恵範・増永雅子

吹田フォルクローレフェスタ

2009/2/12 東京 西麻布 コイーバ・アトモスフィア霞町 小川紀美代 Tango tinto

2009/2/13 東京 上野 東京文化会館 沖仁・石塚隆充・伊集院史朗 フラメンコ・ギターの世界

2009/2/14 東京 自由が丘 宮本三郎記念美術館 岡田浩安・桑原健一・熊本比呂志 音広場・冬・ウタウアシブエ

2009/2/15 東京 銀座 MY HUMBLE HOUSE 須藤信一郎 銀座アフタヌーンミロンガ

2009/2/20 東京 祖師谷 ムリウイ 東ヒデ

2009/2/21 神奈川 横浜 長浜ホール Enrique Carrera・松木亜里沙 アンデルセン主催

2009/2/26 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代 Tango tinto

2009/2/27 東京 四谷 DALI 中川美亜

2009/2/28 東京 大塚 グレコ 田中伸司

2009/3/4 東京 西荻窪 ビストロ・サンジャック 岡田浩安・熊本比呂志 ウタウアシブエ

2009/3/6 北海道 札幌 レストラン のや 岡田浩安・吉田ユウ子・有本紀

2009/3/8 東京 駒込 ソフィアザール 斎藤信彦・福谷一美・ミウラ一号 Duo perruches 結成記念公演

2009/3/8 東京 六本木 Zero Hour 須藤信一郎 ミロンガ

2009/3/10 東京 荻窪 かふぇ＆ほーるwith遊 深山真里・池田里奈・古賀稔宏

2009/3/14 東京 六本木 ノチェーロ 岡田浩安・TOYO草薙 ウタウアシブエ

2009/3/19 青森 弘前 松森会館 佐藤ぶん太。・成田貴裕・弘前ジョージ・今井哲 津軽の笛とフラメンコギターの世界

2009/3/20 青森 弘前 銘酒処 水輝 佐藤ぶん太。 津軽ツアーRound Ⅱ

2009/3/21 青森 平川 ギャラリー 野の花 佐藤ぶん太。

2009/3/23 青森 木造 福助 佐藤ぶん太。

2009/3/24 青森 相馬 集い処 満天 佐藤ぶん太。・成田貴裕

2009/3/26 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代 Tango tinto

2009/3/27 埼玉 春日部 Liver-pool 橋本仁・岡田浩安・寺澤むつみ・TOYO草薙 MAYA ゲスト

2009/3/28 東京 西荻窪 ビストロ・サンジャック 田中伸司

2009/4/2 東京 六本木 ノチェーロ 八木啓代

2009/4/8 埼玉 大宮 ムムタージ 伊沢陽一 ラーガナイト

2009/4/9 東京 西荻窪 ビストロ・サンジャック 熊坂るつこ

2009/4/10 東京 祖師谷 ムリウイ 岡田浩安

2009/4/11 静岡 沼津 和助 岡田浩安・山本恭久 和助サロンコンサート

2009/4/12 群馬 館林 チャチャぷうま ラス・セレシータス・岡田浩安

2009/4/14 神奈川 川崎 エポックなかはら 沖仁・石塚隆充・伊集院史朗 フラメンコ・ギターの世界

2009/4/15 神奈川 川崎 多摩市民館 沖仁・石塚隆充・伊集院史朗 フラメンコ・ギターの世界

2009/4/17 千葉 千葉 ディスカーロ 深山真里・古賀稔宏 そらとぶこころ。

2009/4/18 東京 祐天寺 FJ'ｓ 田中伸司・Joe Powers

2009/4/19 埼玉 加須 市民プラザかぞ チャカレーラ塾/ダンサ・エレンシア フォルクローレ・フェスティバル

2009/4/22 東京 下北沢 テピート 八木啓代

2009/4/23 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代

2009/4/24 神奈川 南足柄 南足柄市文化会館 沖仁・石塚隆充・伊集院史朗 フラメンコ・ギターの世界

2009/4/26 静岡 伊豆高原 バターノート 沖仁・半田昇三

2009/4/28 東京 四谷 DALI 中川美亜・西澤守

2009/5/4 東京 築地市場 CUBAN CAFE 須藤信一郎/GYu/AKITO&Aia/Sebastian&Mariana Cuban cafe special tango

2009/5/5 千葉 柏 Studio WUU Enrique Carrera・松木亜里沙 アンデルセン主催

2009/5/10 神奈川 鎌倉 西御門サローネ 田中伸司・喜多直毅 Concierto en salone Kamakura

2009/5/12 東京 池袋 鈴ん小屋 古川茂男/KONNO DUO/六弦倶楽部/神近マリ G線上で今宵も踊ろう！vol.6

2009/5/13 埼玉 蕨 ロス・ボラーチョス 福田大治・岡田浩安

2009/5/14 東京 西麻布 コイーバ・アトモスフィア霞町 小川紀美代 Tango tinto

2009/5/17 東京 三鷹 新鷹の湯 田中伸司

2009/5/20 東京 西荻窪 ビストロ・サンジャック 青木菜穂子・Joe Powers

2009/5/21 東京 西荻窪 ビストロ・サンジャック 小川紀美代・岡田浩安

2009/5/23 東京 調布 神代植物公園 岡田浩安・山本恭久 春のバラフェスタ

2009/5/23 東京 六本木 ノチェーロ 福田大治・岡田浩安

2009/5/24 千葉 流山 流山市生涯学習センター 太刀川紀子・西原なつき・佐藤茜/福田大治 素晴らしいMusicaの世界

2009/5/26 東京 曙橋 バック・イン・タウン 岡田浩安・芹澤シゲキ・山本恭久・Joe Powers・田ノ岡三郎 Chiei live

2009/5/28 東京 六本木 ノチェーロ 八木啓代

2009/5/30 埼玉 所沢 日本料理 かわ田 小川紀美代

2009/5/30 東京 築地市場 CUBAN CAFE 福田大治・桑原健一（共演）/ 第4回チャランゴの集い

2009/6/5 東京 六本木 グランドハイアット東京 Alfredo Casero・ Felipe Traine（共演）/ 10Tango Festival

2009/6/8～10 山形 酒田 市立小学校ほか 岡田浩安・吉田ユウ子 学校公演

2009/6/13 東京 瑞穂 耕心館 岡田浩安・熊本比呂志 レクチャー＆コンサート

2009/6/14 東京 日暮里 サニーホール 芝崎早智子クラス・Gabriel Gonzalez・Vanessa Endo 発表会＆コンサート

2009/6/16 埼玉 熊谷 クリーク 池田宏里・岩川光 15年目記念ライブ

2009/6/17 埼玉 蕨 ロス・ボラーチョス 岡田浩安

2009/6/18 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代 Tango tinto

2009/6/19 東京 東大和 ハミングホール 沖仁・高岸弘樹・伊集院史朗 沖仁 コンサート

2009/6/20 新潟 長岡 クックテール くぼた 小川紀美代・佐藤貴和 平和の森プレコンサート

2009/6/21 新潟 新潟 ジョイアミーア 小川紀美代・佐藤貴和 瀬賀倫夫追悼記念

2009/6/24 東京 大塚 グレコ 田中伸司・北村聡

2009/6/26 富山 高岡 高岡文化ホール 沖仁・高岸弘樹・伊集院史朗 沖仁 コンサート
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2009/6/27 東京 六本木 ノチェーロ 岡田浩安 ウタウアシブエ

2009/6/28 東京 東陽町 江東区文化センター 橋本仁・岡田浩安・寺澤むつみ・TOYO草薙・渡辺大輔/

日下部由美・Gabriel Gonzalez

アンデスのこだま 特別編

2009/6/30 青森 弘前 西洋茶寮 甚兵衛 岩川光 Buenos Aires report

2009/6/30 青森 弘前 アークノア・コンサートホール 池田宏里・岩川光（共演）/ アークノア閉館式

2009/7/1 青森 八戸 クロススペース シェルター 岩川光 Buenos Aires report

2009/7/3 青森 弘前 スペース・デネガ 中村早紀子 Suen^o de Tango

2009/7/4 青森 弘前 かだれ横丁 佐藤ぶん太。

2009/7/10 東京 大塚 グレコ 青木菜穂子・Joe Powers

2009/7/11 東京 祖師谷 ムリウイ 福田大治

2009/7/16 東京 六本木 ノチェーロ 八木啓代

2009/7/18 東京 恵比寿 G-Box 熊本比呂志 ミロンガ

2009/7/20 東京 築地市場 CUBAN CAFE 熊本比呂志（共演）/ Cuban cafe special tango

2009/7/21 東京 西荻窪 ビストロ・サンジャック 熊坂るつこ

2009/7/22 埼玉 大宮 ムムタージ 伊沢陽一 ラーガナイト

2009/7/23 東京 西荻窪 ビストロ・サンジャック 岡田浩安・熊本比呂志

2009/7/25 東京 表参道 KOKO STUDIO KOKO KOKO STUDIO ライブ

2009/7/26 東京 祖師谷 ムリウイ 伊沢陽一・大橋いさお

2009/7/28 東京 大塚 グレコ 田中伸司・近藤久美子

2009/7/29 埼玉 大宮 ムムタージ 田中伸司 ラーガナイト

2009/7/30 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代 Tango tinto

2009/7/31 埼玉 大宮 JAM 深山真里・古賀稔宏 そらとぶこころ。ゲスト

2009/8/1 東京 上野公園 みずどりのステージ 沖仁・大儀見元・藤谷一郎（共演）/ UENO JAZZ INN'09

2009/8/2 埼玉 熊谷 クリーク 岩川光

2009/8/7 北海道 札幌 EL MANGO 福田大治・小川紀美代 Hola! チャランゴコンサート

2009/8/8 北海道 江別 外輪船 福田大治・小川紀美代 Hola! チャランゴコンサート

2009/8/9 北海道 美唄 アルテピアッツア美唄 福田大治・岡田浩安 Hola! チャランゴコンサート

2009/8/21 東京 下北沢 440 four-forty 伊沢陽一・石川雅康/スチョリ・安宅浩司・安藤健二郎 MOON COUNTRY vol.8

2009/8/24 東京 青山 MAJESTIC 深山真里

2009/8/25 東京 新宿 BAHN XEO SAIGON 深山真里

2009/8/27 東京 下北沢 テピート 田中伸司

2009/8/28 東京 四谷 DALI 中川美亜・西澤守

2009/8/30 東京 大泉学園 ゆめりあホール 本谷美加子・松木亜里沙・Enrique Carrera ホンヤミカコ オカリナコンサート

2009/8/31 神奈川 横浜 二俣川サンハート 本谷美加子/松木亜里沙・Enrique Carrera ホンヤミカコ コンサート（昼）

2009/8/31 神奈川 横浜 二俣川サンハート 松木亜里沙・Enrique Carrera/本谷美加子 Duo Sonrisa コンサート（夜）

2009/9/5 埼玉 熊谷 熊谷市立文化会館 池田宏里・岩川光/Via Brazil 南米ナイトコンサート

2009/9/6 東京 銀座 Maxim's de Paris 田中伸司

2009/9/9 埼玉 蕨 ロス・ボラーチョス 岩川光

2009/9/10 東京 六本木 ノチェーロ 八木啓代

2009/9/11 東京 荻窪 Bunga 深山真里・古賀稔宏（共演）/ セプテンバー・コンサート

2009/9/12 埼玉 菖蒲 モラージュ菖蒲 ソロ/ ホットハート・フェスティバル

2009/9/13 東京 祖師谷 ムリウイ 大橋いさお

2009/9/17 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代

2009/9/18 東京 三鷹 三鷹市芸術文化センター 沖仁・石塚隆充・伊集院史朗・大儀見元 沖仁 コンサート

2009/9/19 静岡 天竜 月 漕艇場 岡田浩安・志賀昭裕 ムーンライト コンサート

2009/9/21 東京 築地市場 CUBAN CAFE 深山真里・熊本比呂志・GYu/（共演） Cuban cafe special tango

2009/9/22 東京 六本木 ZERO HOUR 早川純/（共演） 6周年記念

2009/9/26 静岡 裾野 裾野市民文化センター 小川紀美代・GYu&GRACE/

岡田浩安・橋本仁・福田大治・渡辺大輔
月の夜のいざない 2009

2009/9/27 東京 国立 音楽の森コンサートフロア 日下部由美・国立アルパ教室 発表会＆コンサート

2009/10/2 東京 西荻窪 ビストロ・サンジャック 早川純

2009/10/4 静岡 藤枝 大久保キャンプ場 岡田浩安・桑原健一・熊本比呂志・渡辺大輔/（共演） ウタウアシブエ

2009/10/6 神奈川 川崎 ぴあにしも 志賀聡美

2009/10/9 東京 祖師谷 ムリウイ 岡田浩安・桑原健一 ウタウアシブエ

2009/10/11 神奈川 横浜 長浜ホール ホンヤミカコ・福田大治 早朝オカリナコンサート

2009/10/13 東京 青山 MAJESTIC 深山真里・武田将

2009/10/14 東京 自由が丘 宮本三郎記念美術館 岡田浩安 音広場・番外編※雨天

2009/10/15 東京 六本木 ノチェーロ 早川純

2009/10/17 東京 赤坂 ル・コネスール 岡田浩安 フローラル・ミニコンサート

2009/10/17 東京 六本木 ノチェーロ 岡田浩安・桑原健一 ウタウアシブエ

2009/10/19 静岡 伊豆高原 サザンクロスリゾート みつとみ俊郎・山下伶

2009/10/21 埼玉 蕨 ロス・ボラーチョス 福田大治

2009/10/22 東京 六本木 ノチェーロ 八木啓代

2009/10/23 東京 四谷 DALI 中川美亜・西澤守

2009/10/25 三重 菰野 パラミタミュージアム 深山真里 パラミタコンサート

2009/10/27 埼玉 東松山 東松山市民文化センター 沖仁・石塚隆充・伊集院史朗 フラメンコ・ギターの世界

2009/10/31 東京 日暮里 シャレー スイス ミニ 芝崎早智子・Gabriel Gonzalez ARPA・アルパ y GUITARRA

2009/11/4 岡山 津山 津山文化センター 沖仁・石塚隆充・伊集院史朗 沖仁 コンサート

2009/11/7 兵庫 神戸 神戸学生青年センター 佐藤ぶん太。・hatao/

岡田浩安・橋本仁・渡辺大輔・勝野勉・安達満里子・
長尾健太郎/石田秀幸・石田みか（共演）

万笛博覧会

2009/11/8 京都 大山崎 ギャラリーNISHIDA 岡田浩安・安達満里子 ウタウアシブエ

2009/11/12 東京 大塚 グレコ 田中伸司・Joe Powers

2009/11/14 埼玉 大宮 JAM 古賀稔宏・Rima

2009/11/15 東京 四谷 メビウス 小川紀美代・澤田理絵・木村昌也/（共演） 『Cruz del Norte』発売記念

2009/11/18 埼玉 熊谷 クリーク 池田宏里・岩川光

2009/11/21 群馬 桐生 桐生市市民文化会館 田中伸司・Joe Powers ル・シエル スイートコンサート

2009/11/22 青森 平川 平川市健康センター 佐藤ぶん太。・高瀬まみ/（共演） ひらかわ地産地消フェスタ

2009/11/24 東京 西荻窪 ビストロ・サンジャック 会田桃子・山下"Topo"洋平

2009/11/25 埼玉 蕨 ロス・ボラーチョス 福田大治

2009/11/26 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代

2009/11/28 東京 西荻窪 ビストロ・サンジャック 熊坂るつこ

2009/11/29 東京 銀座 MY HUMBLE HOUSE 熊本比呂志・Joe Powers/（共演） 銀座アフタヌーンミロンガ

Page 2 of 5小林智詠 ライブ履歴

2020/08/06file:///D:/Users/chiei/HP_Chiei/livedatas/chiei_info_livebk04.html



2009/12/5 千葉 本八幡 沙羅 シャンソンハウス Joe Powers・青木菜穂子 ジョー・パワーズ ライブ

2009/12/8 東京 渋谷 公園通りクラシックス Joe Powers・青木菜穂子・菅田典幸 渋谷クラシックスライブ vol.2

2009/12/12 千葉 千葉 Woodhouse Cafe 深山真里

2009/12/15 神奈川 川崎 ぴあにしも 志賀聡美

2009/12/17 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代

2009/12/18 東京 西荻窪 ビストロ・サンジャック 岡田浩安・熊本比呂志

2009/12/19 埼玉 熊谷 ヴォルフィ 池田宏里・岩川光 Dos Soles ゲスト

2009/12/20 埼玉 熊谷 熊谷会館 池田宏里・岩川光/（共演） クリスマス よくばりコンサート

2009/12/25 神奈川 横浜 二俣川サンハート 本谷美加子・福田大治

2009/12/28 東京 築地市場 CUBAN CAFE 熊本比呂志/（共演） Milonga

2009/12/31 東京 六本木 トロピカーナ 須藤信一郎・GYu・Shuei/（共演） Gracias 2009 ! Milonga

２０１０年

2010/1/10 新潟 新潟 新潟県民会館 畠山徳雄・小川紀美代・江部賢一・経麻朗・
徳永武昭・エパ！＆ダンサ・エレンシア・ロス・ワイラス・
多田行規

瀬賀倫夫メモリアルコンサート

2010/1/13 東京 西荻窪 ビストロ・サンジャック 山下"Topo"洋平・会田桃子 とぽけろっちぇ

2010/1/14 東京 中目黒 楽屋 岩川光/ＳＡＢＩＡ

2010/1/16 茨城 古河 古河文学館 芝崎早智子・Gabriel Gonzalez 新年会コンサート

2010/1/18 東京 日暮里 サニーホール 橋本仁・岡田浩安・寺澤むつみ・TOYO草薙
常味裕司・渡辺大輔

『ホカヒビト』発売記念

2010/1/19 東京 日暮里 サニーホール 芝崎早智子・Gabriel Gonzalez・芝崎クラス 芝崎早智子と仲間たち

2010/1/20 埼玉 久喜 イトーヨーカドー フーマ/（共演）

2010/1/20 東京 下北沢 テピート 八木啓代

2010/1/21 東京 吉祥寺 MEG 志賀聡美・田中伸司

2010/1/23 東京 六本木 ノチェーロ 岡田浩安

2010/1/24 埼玉 久喜 イトーヨーカドー 岡田浩安/芝崎早智子・Gabriel Gonzalez/（共演）

2010/1/26 東京 青戸 テクノプラザかつしか 本谷美加子・諸岡由美子 新年会演奏

2010/1/27 東京 赤坂 カーサクラシカ 岩川光

2010/1/29 東京 祐天寺 FJ's 岡田浩安・須藤かよ・Saigenji ウタウアシブエ

2010/1/30 東京 下北沢 テピート Ricky Rodriguez

2010/2/2 東京 赤坂 ノヴェンバー・イレブンス みつとみ俊郎・田村直也・長岡敬二郎 キッチンライブ

2010/2/4 東京 六本木 ノチェーロ 八木啓代

2010/2/5 埼玉 大宮 JAM 熊坂るつこ

2010/2/13 Oregon Portland Tiffany Center Joe Powers・Naoko Aoki・
Alex Krebs・Erin Furbee・Jesse Brooke

Valentango XIII

2010/2/14 Oregon Portland The Old Church Michael Allen Harrison・Julianne Johnson・
Tanner Johnson /

Joe Powers・Naoko Aoki

Share The Love

2010/2/20 東京 六本木 ノチェーロ 山下"Topo"洋平

2010/2/25 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代

2010/2/26 東京 下北沢 テピート 岩川光

2010/2/28 東京 三鷹 忘れな草 小川紀美代・小川クラス・ギターララバイ・蛇腹隊 小川紀美代教室発表会MINI

2010/3/6 東京 柴崎 さくらんぼ 志賀聡美・吉木聡・熊本比呂志

2010/3/7 東京 西荻窪 西荻地域区民センター 志賀昭裕・岡田浩安 区民まつり

2010/3/8 東京 西荻窪 ビストロ・サンジャック 山下"Topo"洋平・会田桃子 とぽけろっちぇ

2010/3/14 岐阜 美濃 美濃市文化会館 福井岳郎・岡田浩安・吉田ユウ子 ティンクナ ホワイトデーコンサート

2010/3/17 宮崎 宮崎 ワールドコンベンションセンター 沖仁・石塚隆充・伊集院史朗 沖仁 ディナーコンサート

2010/3/23 東京 曙橋 バック・イン・タウン 佐藤ぶん太、・熊本比呂志 津軽の笛とフラメンコギターの世界

2010/3/26 東京 六本木 STB139 スイートベイジル 沖仁・石塚隆充・伊集院史朗 EL CIRCULO vol.3

2010/3/27 神奈川 大船 パラッツィオ ヴィオラ 月田秀子・飯泉昌宏

2010/3/28 東京 田園調布 田園調布富士見会館 小川紀美代 春の日ミロンガ

2010/3/31 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代 Tango Tinto

2010/4/4 千葉 旭 東総文化会館 沖仁・石塚隆充・伊集院史朗 沖仁 フラメンコギターの世界

2010/4/8 東京 六本木 ノチェーロ 八木啓代

2010/4/9 東京 下北沢 テピート 岩川光

2010/4/10 東京 六本木 ノチェーロ 山下"Topo"洋平・田中詩織

2010/4/11 東京 西荻窪 ビストロ・サンジャック 熊坂るつこ・星衛

2010/4/12 山梨 笛吹 ウエストマウンテン 月田秀子・飯泉昌宏

2010/4/17 埼玉 大宮 JAM 古賀稔宏・Rima

2010/4/25 東京 祖師谷 ムリウイ 熊坂るつこ

2010/4/29 東京 六本木 ZERO HOUR 須藤信一郎/Daniel&Mana Holiday Milonga

2010/5/3 埼玉 安行 道の駅・樹里安 フーマ

2010/5/3 埼玉 草加 シュガーヒル 会田桃子・山下"Topo"洋平 とぽけろっちぇ

2010/5/5 東京 四ツ谷 マヌエル・カーザ・デ・ファド 月田秀子・飯泉昌宏 昼下がりのファドVol.3

2010/5/6 東京 西荻窪 ビストロ・サンジャック 山下"Topo"洋平・青木菜穂子

2010/5/8 東京 瑞穂 耕心館 早川純 アルゼンチン音楽とバンドネオンの世界

2010/5/9 東京 銀座 MY HUMBLE HOUSE 早川純・熊本比呂志/Sebastian&Mariana, Juan&Agata 銀座アフタヌーンミロンガ

2010/5/10 東京 錦糸町 すみだトリフォニーホール 橋本仁・岡田浩安・寺澤むつみ・TOYO草薙
芹澤シゲキ・渡辺大輔・勝野勉・保坂大介

MAYAコンサート『マロウドのはなし』

2010/5/12 東京 下北沢 テピート 八木啓代

2010/5/13 東京 赤坂 フローラルプラザ 早川純・熊本比呂志 赤坂ランチタイムコンサート

2010/5/14 東京 赤坂 カーサクラシカ 岩川光

2010/5/18 埼玉 狭山 狭山市市民会館 沖仁・石塚隆充・伊集院史朗 沖仁 フラメンコギターの世界

2010/5/19 埼玉 熊谷 さくらめいと 沖仁・石塚隆充・伊集院史朗 沖仁 フラメンコギターの世界

2010/5/20 埼玉 羽生 羽生市産業文化ホール 沖仁・石塚隆充・伊集院史朗 沖仁 フラメンコギターの世界

2010/5/23 大阪 大正 アゼリア大正ホール 月田秀子・牧田ゆき・上川保 月田秀子きまぐれコンサートvol.13

2010/5/24 東京 築地市場 CUBAN CAFE Kei&Keiko・Ryo&Wakana Qバンちょこっとチャレンジスペシャル

2010/5/25 東京 大塚 グレコ 山下"Topo"洋平

2010/5/27 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代 Tango Tinto

2010/5/29 新潟 津南 ニュー・グリーンピア津南 月田秀子・飯泉昌宏/ロス・ワイラス 津南ラテンフェスティバル

2010/5/30 東京 築地市場 CUBAN CAFE 安達満里子・植月佳奈・桑原健一・佐久間忠俊・
曽根正裕・Piter Lopez・福田大治・Ricky Rodriguez

Luis Sartor・渡辺康平 /杉山貴志
/岡田浩安・犬伏青畝・辻英明

第5回チャランゴの集い
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2010/6/1 東京 四ツ谷 マヌエル・カーザ・デ・ファド 月田秀子・飯泉昌宏・高柳卓也 サウダーデの夜 Vol.78

2010/6/2 東京 四ツ谷 マヌエル・カーザ・デ・ファド 月田秀子・飯泉昌宏 サウダーデの夜 Vol.78

2010/6/3 東京 西荻窪 ビストロ・サンジャック 山下"Topo"洋平・会田桃子 とぽけろっちぇ

2010/6/4 神奈川 関内 LAZY BONES 若柳吉三郎/（共演） リニューアルオープン記念

2010/6/5 東京 銀座 わいんばー・ギンザ 月田秀子・飯泉昌宏

2010/6/6 東京 奥沢 奥沢区民センター ホンヤミカコ・西澤支所長 音楽のひととき

2010/6/11 埼玉 熊谷 ヴォルフィ 岩川光

2010/6/12 東京 赤坂 カーサクラシカ 岩川光

2010/6/13 東京 日暮里 サニーホール 芝崎早智子クラス・Gabriel Gonzalez・岡田浩安 発表会＆コンサート

2010/6/16 東京 下北沢 テピート 岩川光

2010/6/17 東京 六本木 ノチェーロ 八木啓代

2010/6/18 東京 目白 椿山荘 上原英里 パーティー演奏

2010/6/21 東京 築地市場 CUBAN CAFE フーミン＆アスキータ・Tomoko/（共演） Qバンちょこっとチャレンジスペシャル

2010/6/23 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代 Tango Tinto

2010/6/25 兵庫 芦屋 集・空・間 Tio 岡田浩安

2010/6/26 広島 福山 スタジオマイク 岡田浩安

2010/6/27 東京 下北沢 テピート 早川純 アルゼンチン音楽とバンドネオンの世界

2010/7/1 青森 弘前 喫茶れもん 佐藤ぶん太、・熊本比呂志 津軽の笛とフラメンコギターの世界

2010/7/2 青森 弘前 ルネス・アベニュー 佐藤ぶん太、・熊本比呂志 ルネス・ミニコンサート

2010/7/4 神奈川 新百合ヶ丘 川崎アートセンター 松木亜里沙・Enrique Carrera/ルシア塩満 アルパコンサート『音の花束』

2010/7/5 東京 築地市場 CUBAN CAFE Jesus&Cyrena・Eiichiro&Rika・JOE&Takami・
AKITO&aia・池田達則

バースデーミロンガ

2010/7/6 東京 四ツ谷 マヌエル・カーザ・デ・ファド 月田秀子・飯泉昌宏 サウダーデの夜 Vol.79

2010/7/7 東京 四ツ谷 マヌエル・カーザ・デ・ファド 月田秀子・飯泉昌宏 サウダーデの夜 Vol.79

2010/7/9 埼玉 久喜 どんぐり 橋本仁・岡田浩安・寺澤むつみ・TOYO草薙・渡辺大輔 MAYA ライブ飛び入り

2010/7/10 青森 弘前 スペース・デネガ 岩川光

2010/7/11 青森 黒石 ル・グレ 岩川光

2010/7/17 石川 金沢 北國新聞 赤羽ホール ホンヤミカコ・福田大治・文化センターオカリナ教室 オカリナ コンサート

2010/7/19 東京 築地市場 CUBAN CAFE 早川純・熊本比呂志/David&Vanessa・
GYU&Rita・Takashi&Megumi・AKITO&aia

Cuban ５周年ミロンガ

2010/7/21 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代 Tango Tinto

2010/7/23 埼玉 草加 シュガーヒル 会田桃子・山下Topo洋平 とぽけろっちぇ

2010/7/24 埼玉 熊谷 BARすごもり 岩川光

2010/7/25 東京 西荻窪 ビストロ・サンジャック 山下Topo洋平・青木菜穂子

2010/7/27 埼玉 与野 さいたま市中央区役所ロビー 熊坂るつこ 夏の陽だまりコンサート

2010/7/27 東京 銀座 Maxim's de Paris 岡田浩安・田中伸司

2010/7/28 東京 六本木 ノチェーロ 八木啓代

2010/7/29 東京 八重洲 東京建物八重洲ホール 月田秀子・飯泉昌宏 ニッコウトラベル アトラクション

2010/7/30 東京 新宿 サザンテラス 八木啓代 トワイライト・ミュージックコンサート

2010/8/1 埼玉 熊谷 片倉シルク館 山下"Topo"洋平・会田桃子 とぽけろっちぇ

2010/8/3 東京 四ツ谷 マヌエル・カーザ・デ・ファド 月田秀子・飯泉昌宏 サウダーデの夜 Vol.80

2010/8/4 東京 四ツ谷 マヌエル・カーザ・デ・ファド 月田秀子・飯泉昌宏 サウダーデの夜 Vol.80

2010/8/19 北海道 札幌 JACK IN THE BOX 岡田浩安

2010/8/21 北海道 函館 金森ホール 岡田浩安・嵯峨治彦・吉田ユウ子/山本純一 ネーチャーフォーラム2010

2010/8/22 北海道 札幌 浪漫風 小川紀美代・岡田浩安 『Encuentro』発売記念

2010/8/27 大阪 梅田 ザ・フェニックスホール 沖仁・石塚隆充・伊集院史朗 『Al Toque』 tour 2010

2010/8/28 愛知 名古屋 名古屋ブルーノート 沖仁・石塚隆充・伊集院史朗 『Al Toque』 tour 2010

2010/9/1 東京 高田馬場 四谷天窓 .comfort 平賀彩乃・小河星志・現村達也/

totorabo・ENICO・Soshi

.comfort presents Precious!

2010/9/2 東京 西荻窪 ビストロ・サンジャック 山下"Topo"洋平・会田桃子 とぽけろっちぇ

2010/9/4 神奈川 高津 糀ホール Enrique Carrera・松木亜里沙・ソンリーサ教室生徒 スタジオ・ソンリーサ発表会

2010/9/6 神奈川 川崎 ぴあにしも 志賀聡美

2010/9/7 東京 四ツ谷 マヌエル・カーザ・デ・ファド 月田秀子・飯泉昌宏 サウダーデの夜 Vol.81

2010/9/8 東京 四ツ谷 マヌエル・カーザ・デ・ファド 月田秀子・飯泉昌宏 サウダーデの夜 Vol.81

2010/9/11 東京 青山 草月ホール 沖仁・石塚隆充・伊集院史朗・藤谷一郎・大儀見元 『Al Toque』 tour 2010

2010/9/16 東京 六本木 ノチェーロ 八木啓代

2010/9/19 東京 国分寺 Lホール 日下部由美・国立アルパ教室 発表会＆コンサート

2010/9/20 東京 築地市場 CUBAN CAFE 早川純・熊本比呂志/Hernan&Soledad Cuban スペシャルミロンガ

2010/9/23 埼玉 加須 アスタホール フーマ・フーミン＆アスキータ みんなのひろば

2010/9/26 東京 祖師谷 ムリウイ 上原英里

2010/10/2 東京 八王子 南大沢文化会館 沖仁・石塚隆充・伊集院史朗 沖仁 コンサート

2010/10/3 静岡 藤枝 大久保キャンプ場 岡田浩安・熊本比呂志・渡辺康平 大久保フォルクローレ2010

2010/10/4 山形 酒田 シェディオーク 岡田浩安

2010/10/5 山形 酒田 Riant 岡田浩安

2010/10/5～6 山形 酒田・遊佐 市立小学校ほか 岡田浩安・吉田ユウ子 学校公演・施設演奏

2010/10/8 神奈川 逗子 逗子文化プラザ 月田秀子・飯泉昌宏・高柳卓也 月田秀子 コンサート

2010/10/13 東京 赤坂 ノヴェンバー・イレブンス みつとみ俊郎・田村直也・長岡敬二郎 キッチンライブ

2010/10/14 東京 西荻窪 ビストロ・サンジャック 山下"Topo"洋平・青木菜穂子

2010/10/15 埼玉 上里 かぼちゃとやぎ 喫茶室Ⅱ ソロ

2010/10/16 静岡 裾野 裾野市民文化センター 常味裕司・永田充・Suran/

岡田浩安・福田大治・渡辺大輔・熊本比呂志
月の夜のいざない 2010

2010/10/17 埼玉 所沢 日本料理 かわ田 小川紀美代 バンドネオンとお食事の会

2010/10/18 東京 西荻窪 ビストロ・サンジャック 山下Topo洋平・会田桃子 とぽけろっちぇ

2010/10/19 東京 下北沢 テピート 八木啓代

2010/10/20 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代 『Encuentro』発売記念

2010/10/22 北海道 札幌 ピンチョス 岡田浩安・山口智 CIRCLE 1/2

2010/10/24 北海道 札幌 道新ホール 岡田浩安・嵯峨治彦・吉田ユウ子・渡辺亮 /山本純一 ネーチャーフォーラム2010

2010/10/28 静岡 下田 カフェ・コスタ ソロ 智詠ギターライブ

2010/10/29 東京 蒲田 大田区民ホール アプリコ 峯田瑶子・石川知穂・岸和花菜・梅田亜由美・菅田典幸 MInKU second concert

2010/10/30 神奈川 横浜 本郷小学校コミュニティハウス 森香織

2010/11/2 東京 四ツ谷 マヌエル・カーザ・デ・ファド 月田秀子・飯泉昌宏 サウダーデの夜 Vol.83

2010/11/3 東京 四ツ谷 マヌエル・カーザ・デ・ファド 月田秀子・飯泉昌宏 昼下がりのファドVol.4

2010/11/4 東京 四ツ谷 絵本塾ホール
橋本仁・岡田浩安・渡辺大輔・桑原健一・ 橋本仁ケーナコンサート
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山口えり子・勝野勉 「ラクレスの草のかたわらに」

2010/11/6 長野 小諸 小諸ユースホステル 月田秀子・飯泉昌宏

2010/11/7 大阪 吹田 吹田市文化会館メイシアター 橋本仁・岡田浩安・渡辺大輔・桑原健一・
山口えり子・勝野勉

橋本仁ケーナコンサート
「ラクレスの草のかたわらに」

2010/11/10 東京 六本木 ノチェーロ 八木啓代

2010/11/13 東京 祖師谷 ムリウイ 早川純 アルゼンチン音楽とバンドネオンの世界

2010/11/17～8 埼玉 熊谷 クリーク 池田宏里・Miyack ボジョレー・ヌーボー解禁記念

2010/11/20 埼玉 草加 シュガーヒル 会田桃子・山下Topo洋平 とぽけろっちぇ

2010/11/23 東京 高田馬場 四谷天窓 .comfort 平賀彩乃・小河星志・現村達也/

小川サカナ・KUMI・上田マユミ
.comfort presents Precious!

2010/11/24 東京 渋谷 文化総合センター大和田 さくらホール 沖仁・石塚隆充・伊集院史朗 『MI CAMINO』Tour 2010 

2010/11/26 宮城 仙台 イズミティ21 沖仁・石塚隆充・伊集院史朗 『MI CAMINO』Tour 2010

2010/11/29 山梨 甲府 甲府富士屋ホテル 日下部由美 イベント演奏

2010/11/30 愛知 名古屋 名古屋ブルーノート 沖仁・石塚隆充・伊集院史朗 『MI CAMINO』Tour 2010

2010/12/1 大阪 梅田 ザ・フェニックスホール 沖仁・石塚隆充・伊集院史朗 『MI CAMINO』Tour 2010

2010/12/3 福岡 天神 イムズホール 沖仁・石塚隆充・伊集院史朗 『MI CAMINO』Tour 2010

2010/12/4 長崎 佐世保 アルカスSASEBO 会田桃子・山下Topo洋平 ながさき人権フェスティバル

2010/12/5 熊本 熊本 ギャラリー キムラ 会田桃子・山下Topo洋平 とぽけろっちぇ

2010/12/9 東京 赤坂 フローラルプラザ 早川純 赤坂ランチタイムコンサート

2010/12/9 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代 Tango Tinto

2010/12/12 東京 月島 月島区民センター 早川純・須藤信一郎・熊本比呂志・ジョー・パワーズ・
ロベルト・杉浦/GYU＆夏美れい・リタ・アンナ・
ネリ＆シャニーナ・ロベルト＆ラム・
フーミン＆アスキータ・アントニオ小猪木・
芸能人アルゼンチンタンゴ部・GYUタンゴクラス

Tango Miracle

2010/12/14 東京 渋谷 公園通りクラシックス 会田桃子・山下Topo洋平 『とぽけろっちぇ』発売記念

2010/12/18 沖縄 那覇 リカルド・フラメンコ＆タンゴ・スタジオ Ricardo Shimabukuro・Nino・リカルドクラス クリスマスライブ

2010/12/20 東京 西荻窪 ビストロ・サンジャック 山下Topo洋平・青木菜穂子

2010/12/22 東京 六本木 ノチェーロ 八木啓代

2010/12/23 埼玉 熊谷 熊谷会館 夢夢マルシェ・Dos Soles・琴城流大正琴埼玉北斗支部 クリスマス よくばりコンサート

2010/12/27 東京 西荻窪 ビストロ・サンジャック 山下Topo洋平・会田桃子 とぽけろっちぇ

2010/12/30 東京 銀座 MY HUMBLE HOUSE 早川純・須藤信一郎・熊本比呂志・GYU＆夏美れい/

Hiroshi&Kyoko・Cristian&Nao

銀座アフタヌーンミロンガ
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