
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shota Lee Big Band 
Tour 2019 feat. Jonathan Powell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/19(sat)  

@Livehouse Bird 
< Okayama > 

19:00~ 
一般 ¥3,500 

学生 ¥2,500 

(当日+¥500) 

10/23(wed) 

@Mr.Kenny’s 
< Nagoya > 

19:30~  
一般 ¥3,500 

学生 ¥2,500 

(当日+¥500) 

10/28(mon) 

@100BAN Hall 
< Kobe > 

19:00~  
一般 ¥3,500 

学生 ¥2,500 

(当日+¥500) 

10/30(wed) 

@Satin Doll 
< Tokyo > 

19:30~  
一般 ¥4,000 

学生 ¥2,500 

(当日+¥500) 

 

Jazz Life誌 Disc Grand Prix 2017・New Stars部門選出。注目のコンポーザー李 祥太が 

NY時代のバンドメンバー・Jonathan Powell (tp)を招いてのミニツアーを敢行。 

鮮やかな楽曲と精鋭たちが繰り広げる白熱のプレイをお見逃しなく！  

武井努(ts 23,28) 浅井良将(as 19-28) 

當村邦明(ts 19-28) 

佐藤絵美里(ts 19) 

坂井美保(b 19-28) 

柏谷淳(bs 19-28) 

森下啓(dr 19-28) 

杉原俊(gt 19-28) 

David Boyle (tb 19-28) 

礒野展輝(tb 19-28) 中林薫平(b 30) 

かむろ耕平(gt 30) 山田玲(dr 30) 

宮木謙介(bs 30) 

張替啓太(tb 30) 酒本廣継(tb 30) 

土井徳浩(as 30) Jonathan Powell (tp) 

吉本章紘(ts 30) 西口明宏(ts 30) 広瀬未来(tp) 



― コンボとビッグバンドの“旨み”が詰まった、注目のコンポーザー率いる 12人編成ビッグバンド ― 

2017年、ニューヨークからの帰国とともにデビューを飾った気鋭のコンポーザー/ピアニスト・李 祥太。 

神戸を中心に国内で活動する 12人編成ビッグバンド・Shota Lee Big Band に、1stアルバム『Kibo-ho』にも 

参加したNY時代のバンドメンバー、ジョナサン・パウエルを迎えてのミニツアー（岡山・名古屋へは初登場！）。 

新旧オリジナルの楽曲数々を国内外の精鋭たちがどう”料理”するのか、乞うご期待！ 

―――――――――――――――――――――  Profile  ――――――――――――――――――――― 

李 祥太 / piano, composition & arrangement 

神戸生まれ。中高時代にクラブ活動でビッグバンドに没頭

し、大学時代に作編曲を始める。その後一度は就職する

も、プロのビッグバンドへの楽曲提供を始め、CD リリースも

経験。2015年ニューヨークへ留学。作編曲を学びつつ、

12人編成ビッグバンドを率いて精力的に活動。中米ホン

ジュラスへも招待を受ける。2017年に帰国し、5月にニュ

ーヨークで制作した 1stアルバム『Kibo-ho』をリリース。本

作は Jazz Life編集長選定の「Disc Grand Prix 2017・

New Stars」部門に選出。今注目の作編曲家である。

guest: Jonathan Powell / trumpet 

フロリダ出身・ニューヨーク在住。音楽一家に生まれ、11

歳よりトランペットを始める。19歳でニューヨークに拠点を

移して以降、これまでに Eddie Palmieri、Sam Rivers、

Reggie Workman、Kenny Werner、Dave Douglas、

Chris Potter らと共演。ジャズのほかサルサやヒップホッ

プも演奏する万能プレイヤーだが、優れたアンサンブルプ

レイヤーであると同時に優れたソリストでもあることから、ビ

ッグバンド・ラージアンサンブルシーンにおいては替えが利

かない、文字通り「ファーストコールトランぺッター」である。 

――――――――――――――――――――― The Band ――――――――――――――――――――― 

< Okayama, Nagoya & Kobe > 

Jonathan Powell(tp) 広瀬未来(tp)  

David Boyle(tb) 礒野展輝(tb) 浅井良将(as)  

當村邦明(ts) 佐藤絵美里(ts *19) 武井努(ts *23,28) 

柏谷淳(bs) 杉原俊(gt) 坂井美保(b) 森下啓(dr) 

< Tokyo > 

Jonathan Powell(tp) 広瀬未来(tp)  

酒本廣継(tb) 張替啓太(tb) 土井徳浩(as)  

吉本章紘(ts) 西口明宏(ts) 宮木謙介(bs)  

かむろ耕平(gt) 中林薫平(b) 山田玲(dr) 

& 李 祥太 (p, comp.& arr.) 

――――――――――――――――――――― Tour Info ――――――――――――――――――――― 

 

 

 

 

 

 

10/23(wed) 

@名古屋 Mr. Kenny’s 

18:00 open 19:30 start 

一般 ¥3,500 

学生 ¥2,500 

(当日+¥500) 

📞 052-881-1555 

✉ mr.kenny@chic.ocn.ne.jp 

🌎 www.mrkennys.com 

 

10/19(sat) 
@岡山 Livehouse Bird 

18:30 open 19:00 start 

一般 ¥3,500 

学生 ¥2,500 

(当日+¥500) 

📞 090-3680-3764 

✉ contact@livehousebird.com 

🌎 livehousebird.com 

 

10/28(mon) 

@神戸 100BAN Hall  

18:30 open 19:00 start 

一般 ¥3,500 

学生 ¥2,500 

(当日+¥500) 

📞 078-331-1728 

✉ hall@100ban.jp 

🌎 www.100ban.jp/posts/events 

 

10/30(wed) 

@六本木 Satin Doll  

18:00 open 19:30 start 

一般 ¥4,000 

学生 ¥2,500 

(当日+¥500) 

📞 03-3401-3080 

✉ (n/a) 

🌎 www.satin-doll.jp 

 
www.shotaleemusic.com 

 


