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小山佳代子 /ハウオリ　フラ
梶原めぐみ /カナニフラスタジオ
Jane Kuuleinani / ナー フラ オ ケ カイ マル
田口知幸 / Blue Lani
岩藤シオイ /ホロホロ　ホイホイ
迫屋直子 /ハッピーマンデー
江原誠一 / PUA♡PIKO
萩野一也 /センセン　オールスターズ
後藤大 /ガズレレ遊歌団
大久保雅光 / 4 弦フレーバー
森利理子 / Ｋe Anuenue feat ムーディ原田
高橋京介
神山昌輝 /ユカレリレディース＆ジェントルス
園部美栄 / hilo-mi'e
大内喜徳 / TEAM free magnum
志村英晃 / THE YAMA-TONES
池間聡 /ココカラウクレレ倶楽部
Chiaki & kazumi
ヒロせきね / Hiliu
柴田憲孝 / Anuenue
GUEST        Tomoki Sato
加龍智子 / ecrew tone
樋口豊隆 / Kissin Cousins
のだはるみ / uranawanaii
福井文雄 /ドクター　フミコ
宮口千恵 /つゅーともずく
西村ユカ / Aloha Mele Makana
織田島高俊 /ウクレレアフタヌーン
中戸宏 / ONA ONA　WAIMAKA
片山恵美子 /エーミーエミリン
masaki / 肉とウクレレたまに野菜
森省三郎 /モアナウクレレ
沢井真紀 /レレモアニ
コジマ美希 / Hau’oli Mele
GUEST        TOWALELE
岡田ゆき / NA KAMA`AINA
北村文乃 / And　More
面谷誠二 /トイズ★ウルトラキッズ
府川弥生 /マイレ　ラウリィ
城島麻理子 /フラ　フイ　オ　マルラニ
GUEST         OMO YOKO
永澤麻由美 / Le Le U Kuima
野口由美子・小川智子 /
            ナープア ナニ ロア カ メ アイ マカラプア「プアラニ」
小川由美 /ケアラプア　フラ　スタジオ
定元美幸 /ハラウ フラ オ カ マーラマラマ オ カ ラー
GUEST         親盛えみり＆ホヌッピー
GUEST         小川コータ＆とまそん

ヒロせきね /カラーオ　クムカヒ
ユミコカレイナニ /ケ オラ ハラウ フラ オ カレイナニ
石橋国彦 / イシバシ　フラ　スタジオ
AkikoHagino / TIKI TIKI
古本新乃輔 / PuALILI　ウクレレ同好会
浅木舞 /レアレア・ウクレレ・ガーデン
野中清美 / Lei Kolona
岩堀努 / TEAM168
若月栄喜 / Towalele　Ohana
藤田みちよ /チカデイ　ウクレレクラブ
猪古淳仁 /久屋大通 BluesBand
高橋志帆 / vaea
朝倉功次 /アンサンブル多摩レレ
野田豊 / BS　うくれれーず
若松正子 / lea lea ウクレレ
TERU Brad Tsutaki / Hoa B's
西村信昭 / Lele de Bossa ウクレレ勉強会
面谷誠二 /トイズウクレレ楽団
清宮麻紀 / ＡＫＯＬＡＥ
青木恵理子 / smiles
米山陽一 /ウクレレ　アーモニーズ
垂石雅俊 / G＆E ウクレレアンサンブル
小林仁 / AB BROTHERS
白石浩之 / Band　Matsu　Band
デイジー☆どぶゆき　Doki☆Doki　ウケ☆ロックス
伊藤美代子 /うたごえ倶楽部
高橋恵子 / Konikoni あんど Hali’a Lino
真木隆寿ウクレレアカデミー
マヌワイ昌美 / uku☆LELE☆IMUA
GUEST     １９３３ウクレレオールスターズ 
                          高木ブー・関口和之・野村義男・分山貴美子
                                   はたけやま裕・YANAGIMAN
日下貴博 / Mele aloha Ukulele A
日下貴博 / Mele aloha Ukulele B
日下貴博 / Mele aloha Ukulele C
小豆畑芳光 /ウクレレ・オーケストラ・オブ・ジャパン
菊地祥子 / Poe Poe
西里慶 / ShinjukuHouse ウクレレスクール
齋藤広幸 / Fin's ウクレレ倶楽部
中村大介 /かのんぷ♪ファミリー
神保恵子 / aquamare
渡部さえ子 /フラスタジオヒナノ
GUEST        高木ブー ＆ ニューハロナ
竹山容子 /ラウアエ　フラ　スタジオ
Healani Mayumi Kumamoto / マタヴァイ ノ ポリネティア
秋山聡江（Akkiy）/ ハーラウ　ナープア　フラ　レア
GUEST        キヨシ小林
GUEST        ハーブオオタジュニア
GUEST        マイク眞木
                          みんなでウクレレタイム！みんなでウクレレタイム！
GUEST   かのんぷ♪ ＆ ウクレレピクニックゲストメンバーンバー


