
プログラム

大野雄士 　燕の舞 ( 海響ベーストライブ委嘱作品 ) *初演
J.P. スーザ (arr. 岩満貴大 ) 　海を越える握手
J. ギャレット 　チュバリー・ジュバリー：ディキシーランド・メドレー
E. ノゲロール 　ウン・ルガール・デ・エンクエントロ
C. ボンド 　イクイノクス　　ほか

チケット予約　オンライン予約フォームまたはお電話にてご予約ください。

予約フォーム : https://arte75.org/ticket/ または各公演情報ページから

TEL: 070-8398-4809　
※ チケット料金は当日受付にて現金でご清算ください。
※ arte75 公式 LINE アカウントでもお問い合わせいただけます。

主催 /一般社団法人 arte75 　　　後援 /日本ユーフォニアム・テューバ協会

  出 演　　

海響ベーストライブ
Euphonium：弘中優大　中村大也　山田修平　青山夏大
Tuba：宮原佑樹　弓削隆裕　安原由樹　大場日香里　弘中晴菜

■ 未就学児のご入場はご遠慮ください
■ 会場での感染症拡大防止対策にご協力ください

お問い合わせ

一般社団法人 arte75
Tel: 070-8398-4809　Email: info@arte75.org　HP: https://arte75.org　LINE 公式アカウント▶

Kaikyo Bass Tribe
Concert

海響ベーストライブ コンサート

福岡・山口発！ユーフォニアム・テューバアンサンブル集団

『海響ベーストライブ』ファーストアルバム発売記念公演

TOKYO
東京公演東京公演

公演情報
チケット予約
こちら

公演情報
チケット予約
こちら

2022.8/14 ( 日 )
開演 14:00　[ 開場 13:30 ]

ウェルとばた 中ホール
福岡県北九州市戸畑区汐井町 1-6

一般2,500円 (当日 500 円増)

学生1,000円

2022.9/9 ( 金 )
開演 19:00　開場 18:30

スペースDo
東京都新宿区百人町 2-8-9

3,000円
(当日 500 円増)

日 時

会 場

チケット
(全席自由 )

KITAKYUSHU
北九州公演北九州公演

日 時

会 場

チケット
(全席自由 )



新大久保駅

スペースDoスペースDo
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福岡・山口発！ユーフォニアム・テューバアンサンブル集団！

海響ベーストライブ / KAIKYO BASS TRIBE

2020 年春、コロナ禍で一緒にリモート演奏動画を収録したことをきっかけに、福岡県＆山口県在住の同世代ユーフォニアム・
テューバ奏者 9 人で始動したアンサンブル集団。福岡と山口にまたがる関門海峡に豊かに響くようなサウンド、関門地区に昔か
ら深いつながりのある『クジラたち』のように力強さと優しさを兼ね備えた演奏を追求している。2022 年夏にソロから大編成ま
で様々な編成の楽曲を収録した 1st アルバムをリリース。ユーフォニアム・テューバの新たな可能性を発掘・発信し、福岡・山口
から音楽の輪を広げていきたいというコンセプトで活動している。

Tuba

宮原 佑樹 Yuki MIYAHARA 

福岡県志免町出身／太宰府市在住。福岡
第一高等学校音楽科、エリザベト音楽大
学卒業。その後ドイツに渡り、フライブ
ルグ音楽大学修士課程を修了。2016 年
に帰国し、現在は九州を中心に演奏活動
や指導を行っている。これまでにテュー
バを鈴木浩二、舟越道郎、ヘルムート・カーク、横井俊文の各氏に
師事。福岡第一高等学校テューバ講師。

弓削 隆裕 Takahiro YUGE

福岡県福岡市出身／福岡市在住。福岡県立城南高等学校、エリザベ
ト音楽大学卒業。これまでにテューバを鈴木浩二氏に師事。

安原 由樹 Yuki YASUHARA

広島県広島市出身／北九州市在住。広島国際学院高等学校、エリザ
ベト音楽大学を経て、同大学院修士課程器楽専攻を修了。これまで
にテューバを鈴木浩二、舟越道郎、湊英幸の各氏に師事。現在は北
九州市消防音楽隊にテューバ奏者として在籍するほか、北九州市を
中心に演奏活動や指導を行っている。

大場 日香里 Hikari OBA

長崎県大村市出身／北九州市在住。鎮西学院高等学校、大分県立芸
術文化短期大学音楽科管弦打コースを卒業、同大学専攻科を修了。
テューバを鈴木浩二、上岡敏宏各氏に師事。第 24 回日本クラシッ
ク音楽コンクール全国大会 5 位入賞。第 19 回九州音楽コンクール
管楽器一般部門にて最優秀賞受賞。受賞者記念演奏会に出演。大学
在学中第 52 回卒業演奏会、並びに第 32 回修了演奏会に成績優秀
者として出演。山岸明彦、武貞茂夫、ステファン・ラベリ、ロジャー・
ボボ各氏のマスタークラスを受講。北九州市消防音楽隊を経て、現
在はフリーランスとして九州を中心に演奏活動や後進の指導を行っ
ている。

弘中 晴菜 Haruna HIRONAKA

山口県下関市出身／山口市在住。山口県立長府高等学校、くらしき
作陽大学卒業。これまでに、テューバを佐藤和彦、古本大志に、室
内楽を白濱俊宏、森博文の各氏に師事。現在、フリーランスのテュー
バ奏者として、山口県内外で指導や演奏の活動を行なっている。

ファイナリスト。2016 年に日本帰国後、九州・山口を中心に演奏
活動を展開。2017 年には自身発案・監修の個人教則本《Ideas for 
Warm-Up》をウィンズスコア社より発売。これまでにユーフォニ
アムを三浦徹、長谷川公彦、Dr. 齋藤充、Dr. ベンジャミン・ピアス

（Benjamin Pierce）の各氏に師事。平成音楽大学、福岡第一高等学
校音楽科、各講師。日本ユーフォニアム・テューバ協会理事。

中村 大也 Hiroya NAKAMURA  

山口県山口市出身／下松市在住。山口県立防府西高等学校、エリザ
ベト音楽大学卒業。ユーフォニアムを露木薫、石橋美奈子、外囿祥
一郎の各氏に師事。第 1 回 J.E.T.A.( 日本ユーフォニアム・テューバ
協会 ) 学生ソロコンクールユーフォニアムシニア部門第 1 位。第 32
回日本管打楽器コンクールユーフォニアム部門第 2 位。現在、ソロ
やアンサンブルのほか、吹奏楽団やオーケストラへの客演など、積
極的に演奏活動を行っている。また、講師として後進の指導にあた
るほか、小・中学校・高等学校の教育現場での吹奏楽指導にも力を
注いでいる。エリザベト音楽大学非常勤講師。

山田 修平 Shuhei YAMADA

神奈川県横浜市出身／宗像市在住。横浜創英高等学校、国立音楽大
学卒業。これまでにユーフォニアムを三浦徹、Dr. 齋藤充、安東京平
の各氏に師事。現在、北九州市消防音楽隊任用職員。

青山 夏大 Natsuhiro AOYAMA 

愛知県西尾市出身／福岡市在住。西尾高等学校、国立音楽大学を経て、
愛知県立芸術大学卒業。これまでユーフォニアムを三浦徹、露木薫、
Dr. 齋藤充各氏に師事。大学在学中、2018 年度愛知県立芸術大学成
績優秀者奨学生に選出される。第 36 回レナード・ファルコーニ国
際コンクール ユーフォニアムアーティスト部門第 1 位。第 24 回
KOBE 国際音楽コンクール C 部門金管楽器部門優秀賞。第 4 回、第
5 回 J.E.T.A. 学生ソロコンクール ユーフォニアムシニア部門第 2 位。
福岡市消防音楽隊ユーフォニアム奏者。

Euphonium

弘中 優大 Yudai HIRONAKA《主宰》

山口県下関市出身／北九州市在住。山口
県立長府高等学校、国立音楽大学卒業。
同大学卒業演奏会、ヤマハ管楽器新人演
奏会に出演。米国・アーカンソー大学大学
院修士課程修了。ITEC2016( 国際テュー
バ・ユーフォニアム大会 ) 室内楽部門

    会場アクセス

 ウェルとばた 中ホール（3F）
 福岡県北九州市戸畑区汐井町 1-6

 電車：JR 戸畑駅 南口から徒歩 1 分
 バス：戸畑駅前バス停から徒歩 1 分
 車：北九州高速道路「枝光」から車で６分
 　　北九州高速道路「戸畑」から車で５分

スペースDo
東京都新宿区百人町 2-8-9
管楽器専門店ダク 地下

電車：JR 新大久保駅から徒歩 3 分
バス：都営バス「新大久保駅前」から徒歩２分


