
智詠ライブ履歴（５） 2011～2012

２０１１年

（2011年1月～2月 アルゼンチン滞在／サンティアゴ・デル・エステロ、コスキン、トレレウ、ブエノスアイレスにて演奏）

2011/1/15 Santiago Upianita Plaza Juan Carlos Carabajal・Omar Cardozo・Hugo”Pirulo”Cano

・Juan Manuel Repolles・Paco Saavedra

Felia de Upianita

2011/1/21 Cordoba Cosquin La casa de Los Carabajal Juan Carlos Carabajal・Paco Saavedra "Borrando Las Fronteras" en 

Cosquin 2011

2011/1/21 Cordoba Cosquin La Señalada Juan Carlos Carabajal・Paco Saavedra

2011/1/22 Cordoba Cosquin La Señalada Juan Carlos Carabajal・Paco Saavedra

2011/1/23 Cordoba Cosquin Calle San Martin Juan Carlos Carabajal・Paco Saavedra

2011/1/23 Cordoba Cosquin La Señalada Juan Carlos Carabajal・Hugo”Pirulo”Cano

2011/1/23 Cordoba Cosquin La Fisula Juan Carlos Carabajal・Hugo”Pirulo”Cano

2011/1/24 Cordoba Cosquin La Peña Juan Carlos Carabajal

2011/1/24 Cordoba Cosquin La casa de Leandro Romero Juan Carlos Carabajal・Leandro Romero

・Mono Leguizamon・Papa de Leandro

2011/1/28 Santiago Capital Morocha Juan Carlos Carabajal・Omar Cardozo・Hugo”Pirulo”Cano

・Paco Saavedra

El Rejunte

2011/2/2 Chubut Trelew Museo Egidio Feruglio Gustavo Jones “Lazos de Amistad”

2011/2/20 Bs.As. San Miguel Plaza La Guardia Salamanquera（共演） Felia

2011/3/5 千葉 千葉 千葉市若葉文化ホール 月田秀子・飯泉昌宏 勲章授章記念コンサート

2011/3/6 静岡 浜松 ビラックス高薗 牧田ゆき・池田聡 チャマメ・コンサート

2011/3/10 東京 九段 千代田区役所 MInKU・菅田典幸 平和記念コンサート

2011/3/21 東京 青山 ブルーノート東京 沖仁・高岸弘樹・伊集院史朗・大儀見元 沖仁 Spring tour 2011

2011/3/24 東京 八丈島 にっぽん丸 沖仁・高岸弘樹・伊集院史朗 春の八丈島クルーズ

2011/3/26 東京 六本木 ノチェーロ 福田大治

2011/3/30 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代

2011/4/2 千葉 柏 WUU 山下TOPO洋平・会田桃子 とぽけろっちぇ

2011/4/3 埼玉 熊谷 片倉シルク記念館 山下TOPO洋平・会田桃子 とぽけろっちぇ

2011/4/9 埼玉 浦和 ワシントンホテル 山下TOPO洋平・会田桃子 イベント演奏

2011/4/10 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.5

2011/4/11 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.85

2011/4/13 東京 西荻窪 ビストロ・サンジャック 山下TOPO洋平・海沼正利

2011/4/16 茨城 つくば ライブハウス弦 石塚隆充・石塚まみ "Atakando"ツアー

2011/4/17 埼玉 朝霞 珈琲えぽっく ソロ 智詠ソロライブ

2011/4/18 静岡 静岡 フレックスミュンヘン 石塚隆充・石塚まみ "Atakando"ツアー

2011/4/19 京都 京都 拾得 石塚隆充・石塚まみ・アキーラサンライズ "Atakando"ツアー

2011/4/20 静岡 浜松 ハァーミットドルフィン 石塚隆充・石塚まみ "Atakando"ツアー

2011/4/21 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代

2011/4/23 東京 駒込 ソフィアザール 斎藤信彦・福谷一美・ミウラ１号 ドゥ・ペルーシュ コンサート

2011/4/26 東京 赤坂 ノヴェンバー・イレブンス 石塚隆充・石塚まみ・大儀見元 "Atakando"ツアー

2011/4/27 東京 祖師谷 ムリウイ 岡田浩安 ウタウアシブエ

2011/5/1 東京 祖師谷 ムリウイ 上原英里

2011/5/3 栃木 馬頭 乾徳寺 Ren 花の風まつり

2011/5/5 東京 田町 田町リーブラ 鈴木崇朗・須藤信一郎 タンゴの節句ミロンガ

2011/5/6 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

2011/5/7 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

2011/5/8 東京 四ツ谷 マヌエル・カーザ・デ・ファド 月田秀子・飯泉昌宏 昼下がりのファドVol.6

2011/5/8 東京 麻布 ラ・クンパルシータ 早川純・熊本比呂志

2011/5/9 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.86

2011/5/10 東京 原宿 東京ベルエポック美容専門学校 会田桃子・北村聡・田中信正・山下TOPO洋平 チャリティーイベント

2011/5/11 東京 六本木 ノチェーロ 八木啓代

2011/5/13 埼玉 久喜 どんぐり 早川純

2011/5/14 東京 六本木 ノチェーロ 牧田ゆき・KAZZMA

2011/5/17 東京 青山 南青山MANDALA 会田桃子・北村聡・田中信正・鳥越啓介/山下TOPO洋平 tango&folclore

2011/5/20 東京 西荻窪 ビストロ・サンジャック 山下TOPO洋平

2011/5/21 神奈川 大船 パラッツィオ ヴィオラ 月田秀子・飯泉昌宏 勲章授章記念コンサート

2011/5/22 千葉 千葉 千葉市若葉文化ホール ホンヤミカコ・毛利沙織 オカリナコンサート

2011/5/23 東京 西荻窪 ビストロ・サンジャック 山下TOPO洋平・会田桃子・海沼正利 とぽけろっちぇ

2011/5/24 静岡 修善寺 あさば 沖仁・高岸弘樹・伊集院史朗 沖仁コンサート

2011/5/27 東京 神田 デシジョン KAZZMA・福島久雄・牧田ゆき

2011/5/28 東京 新中野 弁天 野村眞紀・小倉幸通/小川紀美代・Jose Hernan Cibils 初夏のミロンガ＆ミニ発表会

2011/6/4 神奈川 藤沢 太陽ぬ荘スタジオ 重森裕子・クラス生徒・高岸弘樹・阿部真 Arcilla fin de cruso 発表会

2011/6/5 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.7

2011/6/6 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.87

2011/6/7 東京 大塚 グレコ 山下TOPO洋平・小畑和彦・上野山英里・海沼正利/会田桃子 合同ライブ

2011/6/8 東京 大崎 ゲートシティ大崎 会田桃子・山下TOPO洋平 マンスリーコンサート

2011/6/9 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代

2011/6/10 東京 上野 池之端ライブスペースQUI ユリ・アスセナ・早川純・宮越建政・須藤信一郎・田辺和弘 ユリ・アスセナ コンサート

2011/6/11 栃木 佐野 静風館 Ren・渡辺大輔・保坂幸恵 ケーナ二重奏の世界

2011/6/11 栃木 自治医大 レストランRAPO Ren・渡辺大輔・保坂幸恵 ケーナ二重奏の世界

2011/6/12 栃木 鹿沼 SOUND+CAFE なかじ Ren・渡辺大輔・保坂幸恵 ケーナ二重奏の世界

2011/6/12 栃木 矢板 コリーナ矢板 Ren・渡辺大輔・保坂幸恵 ケーナ二重奏の世界

2011/6/18 東京 町屋 ムーブ町屋 芝崎早智子・芝崎クラス・岡田浩安・熊本比呂志・日野良介 アルパ発表会

2011/6/19 茨城 龍ヶ崎 ショッピングセンター サプラ 伊沢陽一・石川雅康 ワールドミュージックfestival

2011/6/24 埼玉 菖蒲 モラージュ菖蒲 ソロ/フーマ ホットハートフェスティバル

2011/6/25 東京 雑司が谷 エル・チョクロ 大柴拓・北村聡

2011/7/2 東京 瑞穂 耕心館 福田大治 ノクターンコンサート

2011/7/3 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.8
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2011/7/6 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代

2011/7/8 石川 金沢 北國新聞 赤羽ホール 沖仁・高岸弘樹・伊集院史朗 沖仁Summer Tour 2011

2011/7/9 千葉 柏 WUU 山下TOPO洋平・会田桃子 とぽけろっちぇ

2011/7/10 山形 酒田 りあん 岡田浩安

2011/7/11 山形 酒田 シェディオーク 岡田浩安

2011/7/12 山形 酒田 シェディオーク 岡田浩安

2011/7/15 宮城 仙台 Rensa 沖仁・高岸弘樹・伊集院史朗 沖仁Summer Tour 2011

2011/7/17 北海道 札幌 WHITE ROCK MUSIC TENT 沖仁・高岸弘樹・伊集院史朗 SAPPORO CITY JAZZ 2011

2011/7/18 東京 新宿 スペース・ゼロ ソロ フラメンコのニューウェーヴ

2011/7/20 東京 下北沢 テピート 八木啓代

2011/7/21 東京 渋谷 文化総合センター大和田 沖仁・高岸弘樹・伊集院史朗・Jose Colon 沖仁Summer Tour 2011

2011/7/23 福岡 天神 イムズホール 沖仁・伊集院史朗・Jose Colon 沖仁Summer Tour 2011

2011/7/24 福岡 天神 イムズホール 沖仁・伊集院史朗・Jose Colon 沖仁Summer Tour 2011

2011/7/26 大阪 梅田 サンケイホール ブリーゼ 沖仁・高岸弘樹・伊集院史朗・Jose Colon 沖仁Summer Tour 2011

2011/7/27 愛知 名古屋 名古屋市芸術創造センター 沖仁・高岸弘樹・伊集院史朗・Jose Colon 沖仁Summer Tour 2011

2011/8/4 山形 山形 山形郷土館 文翔館 月田秀子・上川保 ファドコンサート

2011/8/10 東京 六本木 ノチェーロ 八木啓代

2011/8/11 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

2011/8/14 栃木 小山 自然薯の里 Ren ケーナコンサート

2011/8/18 兵庫 神戸/舞子 シーサイドホテル舞子ビラ神戸 沖仁・高岸弘樹・伊集院史朗 沖仁ディナーコンサート

2011/8/19 東京 目黒 ブルースアレイJAPAN 石塚隆充・コモブチキイチロウ・石塚まみ・香月さやか・
大儀見元・伊集院史朗・Carmen Porcel / 小沼ようすけ

"Me Quede" Final

2011/8/21 茨城 古河 チャンガラ・カフェ Ren ケーナコンサート

2011/8/22 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

2011/8/25 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代

2011/8/26 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

2011/8/27 静岡 富士宮 メープルハウス 平田耕治・鈴木慶子 パーティー演奏

2011/8/31 東京 青山 CAY 岡田浩安・熊本比呂志・高橋咲子 ウタウアシブエ

2011/9/2 北海道 札幌 パザール 福井岳郎・岡田浩安・吉田ユウ子 パザール15周年ライブ

2011/9/3 北海道 札幌 つる 岡田浩安

2011/9/4 北海道 札幌 レストランのや 岡田浩安・嵯峨治彦・渡辺亮 ネーチャーアコースティック

2011/9/12 神奈川 横浜 二俣川サンハート ホンヤミカコ・宮野弘紀

2011/9/17 千葉 柏 WUU 岡田浩安・熊本比呂志/橋本仁・寺澤むつみ・TOYO草薙・
渡辺大輔

ウタウアシブエ＆MAYA

2011/9/19 山形 庄内 庄内町文化創造館 響ホール 橋本仁・岡田浩安・寺澤むつみ・TOYO草薙・渡辺大輔 MAYA コンサート

2011/9/20, 21 山形 酒田・遊佐 市立小学校ほか 岡田浩安・TOYO草薙

2011/9/22 神奈川 鎌倉 鎌倉芸術館 沖仁・高岸弘樹・伊集院史朗 沖仁Autumn tour 2011

2011/9/23 静岡 裾野 裾野市民文化センター 佐藤ぶん太、・丹代智大・佐々木伸和・成田貴仁/

岡田浩安・福田大治・熊本比呂志・渡辺大輔
月の夜のいざない 2011

2011/9/24 北海道 旭川 ロワジールホテル旭川 岡田浩安・嵯峨治彦・渡辺亮・吉田ユウ子/山本純一 ネーチャーフォーラム 2011

2011/9/25 群馬 みどり 笠懸野文化ホール・パル 沖仁・伊集院史朗・Jose Colon 沖仁Autumn tour 2011

2011/9/29 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代・福田大治・Diego Takeda

2011/9/30 福岡 豊前 豊前市市民会館 沖仁・高岸弘樹・伊集院史朗 沖仁Autumn tour 2011

2011/10/4 東京 恵比寿 ミラフローレス 山下ＴＯＰＯ洋平 東京ごはん映画祭pre event

2011/10/5 東京 四ツ谷 マヌエル・カーザ・デ・ファド 月田秀子・飯泉昌宏 サウダーデの夜vol.88

2011/10/7 岡山 倉敷 倉敷芸文館 沖仁・高岸弘樹・伊集院史朗 沖仁Autumn tour 2011

2011/10/10 山形 山形 山形テルサ 沖仁・高岸弘樹・伊集院史朗 沖仁Autumn tour 2011

2011/10/13 東京 祖師谷 ムリウイ 福田大治

2011/10/14 群馬 高崎 トラットリア・パッパーレ 伊沢陽一・石川雅康

2011/10/15 岡山 津山 ベルフォーレ津山 沖仁・高岸弘樹・Jose Colon 沖仁Autumn tour 2011

2011/10/16 愛媛 砥部 砥部町文化会館 小川紀美代 バンドネオンコンサート

2011/10/17 東京 高田馬場 ホットハウス 宮野弘紀・伊藤ノリコ バースデーライブ

2011/10/19 東京 赤坂 赤坂フローラルプラザ 岡田浩安 ランチタイムコンサート

2011/10/20 東京 市川 行徳文化ホール I&I 沖仁・高岸弘樹・伊集院史朗 沖仁Autumn tour 2011

2011/10/22 北海道 釧路 釧路プリンスホテル 岡田浩安・嵯峨治彦・渡辺亮・吉田ユウ子/山本純一 ネーチャーフォーラム 2011

2011/10/23 神奈川 横浜 かなっくホール 沖仁・高岸弘樹・伊集院史朗 沖仁Autumn tour 2011

2011/10/24 群馬 伊香保 ホテル木暮 Ren イベント演奏

2011/10/26 千葉 野田 コメ・スタ 芝崎早智子

2011/10/28 栃木 那須 那須ハイランドゴルフクラブ Ren

2011/10/29 長野 八ヶ岳 八ヶ岳高原音楽堂 沖仁・高岸弘樹・伊集院史朗 沖仁コンサート

2011/10/30 青森 弘前 弘前文化センター 寺原太郎・石田秀幸・楊雪元・岡田浩安・佐藤ぶん太、・
竹澤聡子・増田多加 /寺原百合子・石田みか・熊本比呂志

世界と津軽の笛芸術祭

2011/11/2 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.89

2011/11/4 東京 浅草 台東区民会館 早川純・須藤信一郎（共演） 東京国際tango festival

2011/11/6 東京 四ツ谷 マヌエル・カーザ・デ・ファド 月田秀子・飯泉昌宏 昼下がりのファドVol.9

2011/11/9 東京 高円寺 Kage Coon みつとみ俊郎

2011/11/10 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代

2011/11/11 東京 町田 万象房 菅沼聖隆

2011/11/12 山梨 八ヶ岳 悠々塾ふぁみりぃ音楽ホール 岡田浩安・渡辺大輔

2011/11/13 栃木 栃木 とちぎ蔵の街観光館 Ren

2011/11/17 香港 SOHO Culture Club 早川純

2011/11/18 香港 SOHO Culture Club 早川純

2011/11/19 台湾 台北 Tanguisimo 早川純 Tanguisimo Classic Milonga

2011/11/25 山形 庄内 庄内町文化創造館 響ホール 沖仁・高岸弘樹・伊集院史朗 沖仁Autumn tour 2011

2011/11/27 茨城 ひたちなか ブリックスホール Ren・渡辺大輔・保坂幸恵 ケーナ二重奏の世界

2011/12/1 宮城 仙台 青年文化センターシアターホール 沖仁・高岸弘樹・伊集院史朗・Jose Colon 沖仁Winter tour 2011

2011/12/3 福岡 天神 イムズホール 沖仁・高岸弘樹・伊集院史朗・Jose Colon 沖仁Winter tour 2011

2011/12/5 大阪 梅田 サンケイホールブリーゼ 沖仁・高岸弘樹・伊集院史朗・Jose Colon 沖仁Winter tour 2011

2011/12/6 愛知 名古屋 名古屋市芸術創造センター 沖仁・高岸弘樹・伊集院史朗・Jose Colon 沖仁Winter tour 2011

2011/12/8 東京 渋谷 文化総合センター大和田 沖仁・高岸弘樹・伊集院史朗・Jose Colon 沖仁Winter tour 2011
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2011/12/9 東京 渋谷 文化総合センター大和田 沖仁・高岸弘樹・伊集院史朗・Jose Colon 沖仁Winter tour 2011

2011/12/11 埼玉 所沢 富岡公民館 小川紀美代 バンドネオンコンサート

2011/12/12 北海道 札幌 道新ホール 沖仁・高岸弘樹・伊集院史朗・Jose Colon 沖仁Winter tour 2011

2011/12/14 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代

2011/12/15 東京 調布 調布市文化会館 たづくり 小川紀美代 ロビーコンサート

2011/12/16 東京 二子玉川 KIWA 森田和美・福原百之助・福原道子・宮野弘紀 クリスマスコンサート

2011/12/17 山梨 八ヶ岳 悠々塾ふぁみりぃ音楽ホール Ren・渡辺大輔・保坂幸恵 ケーナ二重奏の世界

2011/12/18 長野 飯田 龍峡亭 森田和美・福原百之助・福原道子・宮野弘紀 クリスマスコンサート

2011/12/20 東京 銀座 アートスクール銀座 青木菜穂子・Joe Powers・GYU＆夏美れい クリスマスパーティー

2011/12/21 東京 六本木 ノチェーロ 八木啓代

2011/12/23 栃木 塩谷 塩谷アリーナ Ren・早川純・須藤信一郎 クリスマスコンサート

2011/12/24 埼玉 羽生 羽生PA（下り） Ren イベント演奏

２０１２年

2012/1/11 東京 下北沢 テピート 八木啓代

2012/1/13 群馬 館林 レストランTSUKASA Ren ケーナコンサート

2012/1/14 栃木 宇都宮 Tete a Tete Ren ケーナコンサート（昼・夜公演）

2012/1/15 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.10

2012/1/16 東京 銀座 スタジオ・タンゲーラ 鈴木崇朗・須藤信一郎 ミロンガ

2012/1/18 北海道 札幌 レストランのや 岡田浩安・熊本比呂志 ウタウアシブエ

2012/1/21 茨城 かすみがうら 四万騎農園 Ren・渡辺大輔・保坂幸恵 ケーナ二重奏2012

2012/1/21 茨城 つくば G-clef Ren・渡辺大輔・保坂幸恵 ケーナ二重奏2012

2012/1/22 茨城 結城 ラ・ファミーユ Ren プライベートコンサート

2012/2/3 東京 汐留 Bar Oliviero 早川純

2012/2/4 千葉 船橋 薬円台公民館 日下部由美

2012/2/5 埼玉 草加 シュガーヒル 山下TOPO洋平・会田桃子 とぽけろっちぇ

2012/2/8 茨城 筑西 ダイヤモンドホール 早川純・熊本比呂志 パーティー演奏

2012/2/9 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代

2012/2/16 東京 上野 池之端ライブスペースQUI ユリ・アスセナ・早川純・吉田篤・須藤信一郎・田辺和弘 ユリ・アスセナ コンサート

2012/2/19 東京 神保町 ミロンガ・ヌオーバ 上原英里

2012/2/23 埼玉 熊谷 クリーク ソロ

2012/2/24 群馬 高崎 トラットリア・パッパーレ 伊沢陽一・石川雅康

2012/2/25 栃木 日光 小杉放菴記念日光美術館 Ren・渡辺大輔・保坂幸恵 ケーナ二重奏2012

2012/2/26 愛知 名古屋 エスコフィエ 月田秀子・飯泉昌宏 ポルトガル音楽の調べ

2012/2/27 愛知 名古屋 名鉄グランドホテル 月田秀子・飯泉昌宏 ロータリークラブ例会

2012/2/28 愛知 名古屋 ル・ビストロ・ルバーブ 月田秀子・飯泉昌宏 月田秀子 ファドの夜

2012/3/3 福岡 博多 ホテルオークラ福岡 ソロ 披露宴演奏

2012/3/3 福岡 博多 Los Pinchos 伊集院史朗・清水順子・石塚隆充・
山根律子・石塚真理・古迫うらら・松下みき

パーティー演奏

2012/3/8 東京 銀座 ヤマハホール 沖仁 沖仁コンサート

2012/3/10 東京 小平 カフェ ラグラス 北村聡 タンゴ＆フラメンコの響宴

2012/3/11 東京 池袋 豊島区勤労福祉会館 小川紀美代・クラス生徒 バンドネオン発表会

2012/3/18 東京 渋谷 公園通りクラシックス 小川紀美代・鈴木亜紀 『Nomad』発売記念

2012/3/19 宮城 東松島 仮設住宅（矢本） 福田大治・ケーナ教室 ボランティア演奏

2012/3/19 宮城 石巻 仮設住宅（万石浦） 福田大治・植松純子・植月佳奈 ボランティア演奏

2012/3/20 東京 池袋 フルハウス 上原英里

2012/3/23 東京 町田 万象房 菅沼聖隆

2012/3/24 埼玉 越谷 ベルヴィ ギャザホール ザ・シーン ソロ 披露宴演奏

2012/3/24 東京 神田 跳人 佐藤ぶん太、 津軽の笛とフラメンコギター

2012/3/28 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代

2012/4/8 東京 四ツ谷 マヌエル・カーザ・デ・ファド 月田秀子・飯泉昌宏 昼下がりのファドVol.11

2012/4/11 東京 六本木 ノチェーロ 八木啓代

2012/4/15 東京 八王子 プラザむみじか Ren・渡辺大輔・保坂幸恵 ケーナ二重奏2012

2012/4/18 千葉 柏 WUU 山下TOPO洋平・会田桃子 とぽけろっちぇ

2012/4/19 東京 渋谷 東急プラザ みつとみ俊郎

2012/4/19 東京 祖師谷 ムリウイ 福田大治

2012/4/22 群馬 館林 聖ペテロ＆パウロ教会 Ren ザ・トレジャーガーデン

2012/4/22 茨城 古河 チャンガラ・カフェ 早川純

2012/4/24 東京 六本木 アルフィー 山下TOPO洋平・会田桃子・海沼正利 とぽけろっちぇ

2012/4/27 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代

2012/4/28 埼玉 鴻巣 ギャラリー香文木 Ren 『Love tree』tour

2012/4/29 栃木 足利 自然学校NOZAP Ren

2012/5/3 東京 新橋 ヤクルトホール 鈴木崇朗・須藤信一郎・熊本比呂志/KaZZma/河明樹・李在浩/

Facundo&Vanesa・Aco&Mariko・Yutaka&Miki・GYU&夏美れい
Chizuko&Efecto tango・Eiichiro/

高田雅子・アントニオ小猪木/クラス生徒

Tango Miracle vol.3

2012/5/4 埼玉 川口 川口緑化センター フーマ

2012/5/4 埼玉 上里 かぼちゃとやぎ 喫茶室Ⅱ ソロ

2012/5/6 埼玉 北本 アトリエ遊動天都 小林創・熊坂るつこ / 酒井俊 ヨガ教室イベント

2012/5/11 高知 高知 高知県立美術館 Ren・須藤信一郎 『Love tree』tour

2012/5/12 高知 安芸 Calin house Ren・須藤信一郎 イベント演奏

2012/5/17 東京 下北沢 テピート 八木啓代

2012/5/20 群馬 前橋 ビーガーデンカフェ Ren 『Love tree』tour

2012/5/24 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代

2012/5/26 埼玉 久喜 どんぐり 山下TOPO洋平・会田桃子 とぽけろっちぇ

2012/5/27 茨城 取手 トゥッティ Ren・渡辺大輔・保坂幸恵 音楽教室イベント

2012/5/29 東京 渋谷 JZ Brat みつとみ俊郎・金亜軍・武井浩之・田村直也

2012/6/2 東京 西東京 保谷こもれびホール 沖仁 沖仁コンサート

2012/6/3 栃木 宇都宮 ラ・ルッコラ Ren 『Love tree』tour

2012/6/8 大阪 心斎橋 島之内教会 岡田浩安・TOYO草薙・勝野勉 岡田浩安ツアー

2012/6/9 岡山 真庭 勝山文化往来館 ひしおホール 岡田浩安
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2012/6/10 愛媛 松山 うちカフェ Mike 岡田浩安・RICO神島

2012/6/12 愛媛 東温 ハグ カフェ 岡田浩安

2012/6/13 愛媛 松山 BAR Sheyla 岡田浩安

2012/6/16 新潟 三条 三条東映 花音 小川紀美代

2012/6/17 新潟 長岡 ホテルニューオータニ長岡 小川紀美代・畠山徳雄 /ロス・ワイラス 瀬賀倫夫 メモリアルコンサート

2012/6/19 東京 立川 立川パレスホテル 小川紀美代 サロンコンサート

2012/6/20 東京 六本木 ノチェーロ 八木啓代

2012/6/25 青森 弘前 喫茶れもん 佐藤ぶん太、・熊本比呂志・工藤史子・今翔太郎 津軽の笛とフラメンコギター

2012/6/26 青森 弘前 喫茶れもん 佐藤ぶん太、・熊本比呂志・工藤史子・今翔太郎 津軽の笛とフラメンコギター

2012/6/28 東京 雑司が谷 エル・チョクロ 大柴拓 木曜タンゴナイト

2012/6/30 茨城 守谷 さくら坂ビバーチェ Ren・渡辺大輔・保坂幸恵 ケーナ二重奏2012

2012/7/1 埼玉 草加 シュガーヒル 山下TOPO洋平・会田桃子 とぽけろっちぇ

2012/7/4 東京 日暮里 サニーホール 岡田浩安・TOYO草薙・熊本比呂志・渡辺大輔・勝野勉/

志賀昭裕
30周年記念コンサート

2012/7/6 静岡 藤枝 カクタスハウス 岡田浩安・熊本比呂志

2012/7/7 群馬 桐生 ベーカリーカフェ レンガ Ren 『Love tree』tour

2012/7/8 栃木 壬生 フォーシーズンズ壬生 Ren・大島春生 『Love tree』tour

2012/7/10 栃木 足利 助戸公民館 Ren・大島春生 イベント演奏

2012/7/14 東京 浅草 浅草公会堂 西塔祐三とオルケスタ・ティピカ・パンパ /
小松真知子とタンゴクリスタル with 小島りち子 /
京谷弘司クアルテート / オルケスタ・アウロラ /
ピナカス / 智詠×大柴拓ギターデュオ / キサス・タンゴ /
ロス・ポジートス / シエロ・アデントロ /
オルケスタ・デ・タンゴワセダ /
Pablo Ziegler / ケンジ＆リリアナ / Martin&Yuka

東京タンゴ祭2012

2012/7/22 栃木 佐野 レストランもろ山 Ren・須藤信一郎・熊本比呂志 / フラメンコ教室 『Love tree』tour

2012/7/27 栃木 宇都宮 宇都宮福祉プラザ Ren・原直子 献血功労者表彰式

2012/7/27 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代

2012/7/28 福井 福井 ギャラリーサライ 小川紀美代 北陸ミニツアー

2012/7/28 福井 武生 ラグタイム・クラシックス 小川紀美代 北陸ミニツアー

2012/7/29 福井 芦原温泉 べにや 小川紀美代 楽樂演宴2012 

2012/7/30 東京 芝公園 The Place of Tokyo 熊坂るつこ・磯部舞子 プレオープンイベント

2012/7/31 東京 上野 東京文化会館 沖仁 沖仁コンサート

2012/8/3 熊本 熊本 熊本市男女共同参画センターはあもにい 沖仁 沖仁 九州ツアー

2012/8/4 長崎 佐世保 アルカスSASEBO 沖仁 沖仁 九州ツアー

2012/8/5 大分 湯布院 空想の森 アルテジオ 沖仁 沖仁 九州ツアー

2012/8/14 栃木 日光 くじら食堂 Ren 

2012/8/17 東京 六本木 ノチェーロ 八木啓代

2012/8/23 東京 曙橋 バック・イン・タウン 菅沼聖隆 『若者の舞踏』発売記念

2012/8/24 千葉 柏 WUU 山下TOPO洋平・会田桃子 とぽけろっちぇ

2012/8/25 埼玉 鴻巣 ギャラリー香文木 Ren 夕涼みケーナコンサート

2012/8/26 栃木 西方 西方音楽館 Ren・大島春生

2012/9/1 千葉 久留里 上総地域交流センター Ren・渡辺大輔・保坂幸恵 ケーナ二重奏2012

2012/9/2 栃木 上三川 KANEDA美容室 Ren

2012/9/3 東京 外苑前 ジマジン 石塚隆充・石塚まみ Atakando nuevo

2012/9/5 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代

2012/9/8 北海道 札幌 パザール 岡田浩安・吉田ユウ子 パザール16周年記念

2012/9/9 北海道 札幌 じょじょ 岡田浩安

2012/9/15 埼玉 熊谷 ビストロダイニング ステージ 山下TOPO洋平・会田桃子 とぽけろっちぇ

2012/9/16 埼玉 杉戸 桜井ダンススクール ホール Ren ジョイントコンサート

2012/9/17 栃木 宇都宮 ル・ジャルダン Ren・渡辺大輔・保坂幸恵 ケーナ二重奏2012

2012/9/20 群馬 高崎 トラットリア・パッパーレ 伊沢陽一・石川雅康

2012/9/22 静岡 裾野 裾野市民文化センター 嵯峨治彦/岡田浩安・福田大治・熊本比呂志・渡辺大輔 月の夜のいざない2012

2012/9/23 大阪 大阪 チャクラ 岡田浩安・嵯峨治彦・山口智 民族音楽セッション

2012/9/24 岡山 美咲 アーツ＆クラフツビレッジ 岡田浩安・嵯峨治彦 民族音楽セッション

2012/9/25 広島 三倉岳 三倉岳休憩所 岡田浩安

2012/9/26 山口 湯田温泉 カフェ・ド・ダダ 岡田浩安

2012/9/27 福岡 警固 Space Terra 岡田浩安・TOYO草薙

2012/9/28 愛媛 東温 ハグ カフェ 岡田浩安・TOYO草薙

2012/9/30 愛媛 砥部 砥部町文化会館 小川紀美代・栗田敬子 バンドネオンコンサート

2012/10/4 埼玉 草加 シュガーヒル 山下TOPO洋平・会田桃子 とぽけるっちぇ

2012/10/6 群馬 邑楽 石打こぶ観音 Ren・大島春生

2012/10/7 栃木 足利 足利伊萬里 Ren・早川純・須藤孝子 /堀優衣

2012/10/11 東京 赤坂 カーサ・クラシカ 寺澤ひろみ・三枝慎子 ゲスト出演

2012/10/13 鹿児島 姶良 加音ホール 沖仁・高岸弘樹・伊集院史朗 沖仁Autumn-winter tour2012

2012/10/14 愛媛 松山 松山市民会館 伊須裕巳フラメンコスクール 松山市民文化祭芸術祭

2012/10/16,17 山形 酒田 シェディオーク 岡田浩安・TOYO草薙

2012/10/16,18 山形 酒田・鶴岡 市内小学校・施設演奏 岡田浩安・TOYO草薙

2012/10/19 栃木 小山 生涯学習センター 小川紀美代

2012/10/20 埼玉 所沢 所沢市民文化センターミューズ 沖仁・高岸弘樹・伊集院史朗・Jose Colon 沖仁Autumn-winter tour2012

2012/10/21 栃木 塩谷 和気記念館 Ren・渡辺大輔・保坂幸恵 ケーナ二重奏（昼夜公演）

2012/10/24 東京 六本木 ノチェーロ 八木啓代

2012/10/25 東京 雑司が谷 エル・チョクロ 大柴拓 木曜タンゴナイト

2012/10/26 東京 町田 万象房 菅沼聖隆 Masa&Chiei

2012/10/27 茨城 ひたちなか ブリックスホール Ren・渡辺大輔・保坂幸恵 ケーナ二重奏2012

2012/10/28 東京 武蔵五日市 三内ハウス 小川紀美代・クラス生徒 バンドネオン教室発表会

2012/11/3 東京 お茶の水 明治大学 紫紺館 小川紀美代 明治大学タンゴ研究会OB会

2012/11/4 東京 八丁堀 いきいき 桜川 岡田浩安 いきいき館まつり

2012/11/5 千葉 柏 WUU 山下TOPO洋平・会田桃子・海沼正利 とぽけるっちぇ

2012/11/9 東京 曙橋 バック・イン・タウン 伊藤賢一 ソロギター・ジョイントライブ

2012/11/10 福岡 天神 イムズホール 沖仁・高岸弘樹・Jose Colon 沖仁Autumn-winter tour2012
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2012/11/11 愛媛 松山 キティホール 伊須裕巳・Compania las sillas・
Diego Gomez・柴田亮太郎・岡田浩安

El soniquete de mi corazon

2012/11/14 東京 祖師谷 ムリウイ 福田大治・星衛

2012/11/16 東京 小平 カフェ・ラグラス 大柴拓・Joe Powers 

2012/11/18 東京 日本橋 日本橋三井ホール 沖仁・高岸弘樹・伊集院史朗・Jose Colon 沖仁Autumn-winter tour2012

2012/11/21 北海道 札幌 渡辺淳一 文学館 岡田浩安・TOYO草薙・勝野勉 30周年記念コンサート

2012/11/23 北海道 札幌 道新ホール 沖仁・高岸弘樹・伊集院史朗・Jose Colon 沖仁Autumn-winter tour2012

2012/11/24 栃木 小山 小山文化センター Ren オカリナの集いゲスト

2012/11/25 東京 東陽町 ホテル イースト21 佐藤ぶん太、・熊本比呂志 / 谷川一＆谷川ユミ ダンスイベントゲスト

2012/11/26 東京 神田 跳人 佐藤ぶん太、・熊本比呂志・齋藤沙希 佐藤ぶん太、CD発売記念

2012/11/29 東京 上野 池之端ライブスペースQUI ユリ・アスセナ・早川純・吉田篤・須藤信一郎・田辺和弘 ユリ・アスセナ コンサート

2012/12/1 大阪 梅田 サンケイホール ブリーゼ 沖仁・高岸弘樹・伊集院史朗・Jose Colon 沖仁Autumn-winter tour2012

2012/12/2 岡山 津山 ベルフォーレ津山 沖仁・高岸弘樹・伊集院史朗・Jose Colon 沖仁Autumn-winter tour2012

2012/12/4 愛知 名古屋 名古屋市芸術創造センター 沖仁・高岸弘樹・伊集院史朗・Jose Colon 沖仁Autumn-winter tour2012

2012/12/8 長野 軽井沢 軽井沢大賀ホール 沖仁・高岸弘樹・伊集院史朗・Jose Colon 沖仁Autumn-winter tour2012

2012/12/9 栃木 大田原 たまち蔵屋敷 Ren・渡辺大輔・保坂幸恵 ケーナ二重奏2012 

2012/12/13 青森 弘前 スペース デネガ 佐藤ぶん太、・熊本比呂志・吉永純子 チャリティーコンサート

2012/12/15 福島 福島 福島市公会堂 沖仁・高岸弘樹・Jose Colon 沖仁Autumn-winter tour2012

2012/12/16 宮城 仙台 青年文化センターシアターホール 沖仁・高岸弘樹・Jose Colon 沖仁Autumn-winter tour2012

2012/12/19 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代

2012/12/20 東京 六本木 ノチェーロ 八木啓代

2012/12/21 埼玉 上尾 一凛珈琲 熊坂るつこ /岡田浩安・熊本比呂志 ４つの風の物語

2012/12/22 埼玉 上尾 一凛珈琲 熊坂るつこ /酒井俊・向島ゆり子 素敵なうたの贈り物

2012/12/23,24 茨城 神栖 鹿島セントラルホテル 山下伶 ディナーコンサート
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