
過去ITF・参加アーティストリスト(一部のみ抜粋）

アーティスト名 お名前・カタカナ読み 国 ジャンル(参考） 備考

Alain Trudel アラン・トゥルーデル カナダ クラシック トロンボーン奏者・指揮者・教育者として国際的に知られ受賞多数

Bart van Lier バート・ファンリール オランダ ジャズ A Song for Japan支援動画・演奏アーティスト

Brand Attema ブラント・アッテマ オランダ クラシック オランダ放送フィルハーモニー管弦楽団

Branimir Slokar ブラニミール・スローカー スイス クラシック スローカートロンボーン四重奏団

Carol Jarvis キャロル・ジャービス イギリス ジャズ ITF本部プレジデント

Daniel Lassalle ダニエル・ラサール フランス 古楽 リヨン国立高等音楽院

David Taylor デイヴッド・テイラー アメリカ ジャズ ミンガスビッグバンド　マンハッタンジャズオーケストラ

Jacques Mauger ジャック・モージェ フランス クラシック 2013年パリ開催 ITF　ホストアーティスト

John Kenny ジョン・ケニー イギリス 現代音楽 国際トロンボーン協会・生涯栄誉賞２０１７

Jorgen van Rijen ヨルゲン・ファン・ライエン オランダ クラシック ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団首席

Mark Nightingale マーク・ナイチンゲール イギリス ジャズ 国際的ソリスト　Rathアーティスト

Michel Becquet ミシェル・ベッケ フランス クラシック リヨン国立高等音楽院教授・オクトボーン

Ricardo Mollá リカルド・モヤ スペイン クラシック・作曲 デンマーク国立交響楽団

Ronald Barron ロナルド・バロン アメリカ クラシック 元ボストン交響楽団首席

Scott Hartman スコット・ハートマン アメリカ クラシック 元エンパイヤブラス

Víctor Belmonte ヴィクトル・ベルモンテ スペイン クラシック オランダ放送フィルハーモニー管弦楽団

Wycliffe Gordon ワイクリフ・ゴードン アメリカ ジャズ ヤマハアーティスト　国際的ソリスト

Zoltán Kiss ゾルタン・キス ハンガリー アンサンブルメンバー ムノツィル・ブラス

Corpus Trombone Quartet コルプストロンボーン四重奏団 ハンガリー クラシック ハンガリーから国際的に活躍するカルテット。受賞多数。

New Trombone Collective ニュー・トロンボーン・コレクティ オランダ クラシック ヨルゲン・ファンライエン、ブラント・アッテマなどオランダを代表す

Octobone オクトボーン フランス クラシック ミシェル・ベッケの愛弟子によるオクテット

Quatuor Kimoïz キモイツトロンボーン四重奏団 フランス クラシック ミシェル・ベッケにより結成されたカルテット。受賞多数。

Slokar Trombone Quartet スローカートロンボーン四重奏団 スイス クラシック 結成から38周年を迎えるトロンボーンカルテットの草分け的存在

The Bone Society ザ・ボーン・ソサエティ ベルギー クラシック ベルギーから国際的に活躍するオクテット

Daniel Schnyder ダニエル・シュニーダー スイス ジャズ・クラシック 作曲家

Eric Ewazen エリック・エワイゼン アメリカ クラシック 作曲家

Joseph Alessi ジョゼフ・アレッシ アメリカ クラシック ニューヨークフィルハーモニック首席

Michel Becquet ミシェル・ベッケ フランス クラシック リヨン国立高等音楽院教授

Hakan Björkman ホーカン・ビョークマン スウェーデン クラシック スウェーデン放送交響楽団首席

Blair Bollinger ブレア・ボリンジャー アメリカ クラシック フィラデルフィア管弦楽団

George Curran ジョージ・カラン アメリカ クラシック ニューヨークフィルハーモニック

Michael Davis マイケル・デイヴィス アメリカ ジャズ
ローリング・ストーンズ、ボブ・ディラン、マイケル・ジャクソン等の

バンドに参加。ヒップボーンミュージック主宰。CD、教本多数。

Eric Ewazen エリック・エワイゼン アメリカ クラシック 作曲家

Marshall Gilkes マーシャル・ギルクス アメリカ ジャズ マリア・シュナイダーオーケストラ　スライド・モンスターズ　WDR

Wycliffe Gordon ワイクリフ・ゴードン アメリカ ジャズ
米国ジャズジャーナリスト協会

「トロンボーンオブザイヤー」８回受賞など、受賞多数

Achilles Liarmakopoulos アキレス・リアマコポロス ギリシャ クラシック カナディアン・ブラス

Eijiro Nakagawa 中川英二郎 日本 ジャズ 日本を代表する世界的トロンボーン奏者

Brad Palmer ブラッド・パルマ－ アメリカ クラシック コロンバス州立大学

Denson Paul Pollard デンソン・ポール・ポラード アメリカ クラシック メトロポリタン歌劇場管弦楽団

Stefan Schulz シュテファン・シュルツ ドイツ クラシック ベルリンフィルハーモニー管弦楽団

Jorgen van Rijen ヨルゲン・ファン・ライエン オランダ クラシック ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団首席

Johan de Meij ヨハン・デ・メイ オランダ クラシック 作曲家

Urbie Green アービー・グリーン アメリカ ジャズ アメリカの伝説的ジャズトロンボーン奏者

Duo Attema Haring デュオ・アッテマハーリング オランダ クラシック バストロンボーン（アッテマ）とハープのデュオ

Los Angeles Philharmonic

Orchestra Low Brass Section

ロサンゼルスフィル

ローブラスセクション
アメリカ クラシック ハリウッド映画のレコーディングなど

Andy Martin アンディ・マーティン アメリカ ジャズ
ヤマハアーティスト

ゴードン・グッドウィン・ビッグファットバンド

Bob McChesney ボブ・マチェズニー アメリカ ジャズ ジャズ演奏家・教育者

Brandt Attema ブラント・アッテマ オランダ クラシック オランダ放送フィルハーモニー管弦楽団

Carl Lenthe カール・レンテ アメリカ クラシック インディアナ音楽大学教授

Gerry Pagano ゲリー・パガーノ アメリカ クラシック セントルイス交響楽団

Ian Bousfield イアン・バウスフィールド イギリス クラシック ベルン芸術大学教授

Jacques Mauger ジャック・モージェ フランス クラシック 国立パリ音楽院教授

James Markey ジェームズ・マーキー アメリカ クラシック ボストン交響楽団

James Miller ジェームズ・ミラー アメリカ クラシック ロサンジェルスフィルハーモニック副首席

Jeremy Wilson ジェレミー・ウィルソン オーストラリア クラシック 元ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

John Kenny ジョン・ケニー イギリス 現代音楽 トロンボーン奏者・俳優・作曲家

Megumi Kanda 神田めぐみ 日本 クラシック ミルウォーキー交響楽団首席

Michael Mulcahy マイケル・マルケイ オーストラリア クラシック シカゴ交響楽団

Paul The Trombonist ポール・ザ・トロンボニスト アメリカ エレクトリック・ジャズ トロンボーン奏者・音楽プロデューサー

Timothy Higgins ティモシー・ヒギンス アメリカ クラシック サンフランシスコ交響楽団首席

ITF2015Valencia (スペイン）

ITF2015NewYork (ニューヨーク州、米国）

ITF2015Redlands (カリフォルニア州、米国）


