ෛଘभ५ॸش४
Time 代表者名 / グループ名

10:00 大田聡 /Air-Raid Shelter
細川由美 /Kaleonahe
10:15
馬場ユキヲ / ジェット団 plus ポロレイズ
川勝泰子 / ゆるっと★ゆにっと
10:30
田中秦之介
10:40 上原久美子 / ハーラウ オ ピリ ホアロハ
小船順子 / ハウオリ マーラー フラ スタジオ
11:00
市川里子 / リコ フラ マーヒエ
11:30 サンニコラス麻美 / ハーラウ ナー プア ア カピオラニ
永井冷叔 / 浅草ハワイアンズ
12:00 GUEST
Macro Lei JAZZ
大久保さおり / EJB（Ebak Jammin 'Band）
12:15
阿部達也 / Ship Wood Summer
Hong Tzu-Hsun
12:30
藤井貞男 / Hana Aloha Ukulele
大町聡 / machi
12:45
竹内俊夫 / 武
吉田ユウコ / ウクレオナニ
13:00
小林訓和 / コバトーン（kobatone）
平嶋淳摩 /Ukulele Ensemble
NAHENAHE
13:15
大塚紘史 / ともふウクレレ部
神田敬祐 /KEIYU
13:30
西森孝征 /M.M. 喫茶店
13:45 光畑高志 /Ohana Hands
吉田ユウコ / ぽあこるピカケ
14:00 森住京子 / 獅子ヶ谷姉妹
小川徹 / Honey's Lei
14:15
田中康子 / Childhood friends & Angel sisters
永瀬恵子 / ZOO ZOO バンド
14:30
GUEST
machiko*maui＆田ノ岡三郎
14:45
原田俊夫 / チーム・北海道
海老澤修 / メレ・メレ・メン
15:00
築山卓 / m@hina
高橋薫 / OLENA
15:15
平田隆洋 / とりあえ ｓ
ゑ川史子 / ペンギンとシロクマ
15:30
築山日奈 / Hina
青山シゲル / 青山ウクレレ教室
15:45
高橋光子 / hau'oli pa'ina
16:00 牧野和恵 / MAXIMA
ポール北村 / Funny ﬁre
16:15
小牟田 charlie 聡 / Team Bad Ass Coffee
小瀧洋一 / ALOHA COMPANY
16:30
松木茂 / lele GA-RU＋
16:40 Juri / ヒティヌイ
17:00
GUEST
こはる
三輪美香 / カマレイ ポリネシアン ダンス スクール
17:30
井上敦子 / ホクレア
18:00 小宅律子 / タプアエ
18:15
GUEST
わかないづみ
18:30
GUEST
Trail Mix
18:45
GUEST
Gensblue
19:00
GUEST
KAZUKI & NAOTO
ステージの時間は目安です。当日の進行で変更となりますのでご了承ください。
ステージ内容が変更になる場合があります。

ृखभभ५ॸش४
Time 代表者名 / グループ名
9:44 田柳由香 / AOLANI
橋本渉 / tokyo ukulele orchestra
10:00 森山潤一 / ウクレレスタジオ七里ヶ浜 ヨコハマ校
木方トシ子 / アロハラニ フラスタジオ
10:15
佐藤るみ / フラ ハーラウ オ ミノアカ オ カラニ
10:40 小倉美保 / 中目黒フラタヒチスタジオ
11:00 伊藤なぎさ / ホアロハ
木村義国 / ハワイ民族音楽研究会
11:20 清水克彦 / 中央大学フォークソング研究会 OB バンド
川名克介 /U-WEB
11:30
新倉真澄 / イクラニ・カルチャーサロン
11:45 丹羽一彦 / Grasp music & style
LinaLina/ Ukulele Lesson LeLeLe
12:00 吉原桂子 / G-STYLE
有田充徳 / Prime loves Ukulele!
12:15
金井悦子 / みちくさや
本田薫 / Kaoru's Ukulele Class
12:30
山口博史 / ハピレレ音楽教室
12:40 Mayumi / Nicotama River Breeze
楠幸樹 / 高田馬場ウクレレアンサンブル
鈴木嘉子 /Laki Laki Lucky Band
13:00
GUEST
ケイキウクレレオブジャパン
金子毅 / SME ウクレレ・フラ軽音楽部
13:20 三河浩之 / Na lei hale
浅野竜也 / 群馬でウクレレ！（G レレ）
13:30
山賀孝 / ウクレレサークル Hoaloha
13:45 尾崎元彦 / Ukulele Earth Beat Orchestra
大塚玄一 / PaLeKaIKo
14:00 根津茂邦 / ウクレレサークル ラエラエ
津谷倫子 / 葡萄座
14:15
藤川拓也 / KANIKAONA
近藤利樹
14:30 GUEST
14:40 マヌワイハリー / Harry's 'Ohana Band
菅原直子 / Mele Ho'oheno Ukulele
15:00
日野伸明 / リンゴ・スッタ―＆ビアーズ
寺田和彦 / elli with A68-2u
15:20 海平規代 / アロハキューブ with ほこらしや
こはるウクレレ教室 / みかん電車 2018 チャレンジチーム
15:30
こはるウクレレ教室 / みかん電車 2018 ハッピーチーム
15:45 MAKALANI / マカラニ・ジャム・クラス
なみちゃん / なみカフェ
16:00 久保雅子 / HLC 放課後ウクレレ部
Island calling
16:15 GUEST
Anthony Kawaena Mann / OMAO PILI BAND
16:30
吉田文乃 / ハラウ ナ レイ アロハ
16:45
福井夕子 / フラ オ ナーホークーオカラニ
17:00
野口由美子・寺西恵ナープア / ナニ ロア カ メ アイ マカラプア「スマイル フラ」
17:20 富田明子 / Na Makani
GUEST
Keiko
17:30
GUEST
U-900
GUEST
HauYiTsai（Taiwan）
＆LinaLina（Japan）
18:00
GUEST
JazzoomCafe & ukurena & sora
18:15
GUEST
r!kuya
18:30
18:40 GUEST
勝誠二
GUEST
パニオロ＆ウィリー
19:00
GUEST
ハンサム判治

