南広場 Event Stage Time Table
京都外国語大学／リコレフア

神戸海星女子学院大学／プアナニ

立命館大学 ／メアフラ

同志社大学／メアフラ ノヘアラニ

坂平美也／フラ スタジオ アロヒ

小南光緒／ケオルマカニ アロヒネイ イカラー

畑中比佐子／カ ウルヴェヒ フラ スタジオ

司空けいこ／アニアニフラスタジオ

吉田千恵／フラ オ カピオラニ

谷口順子／ハーラウ・フラ・オ・ナーレイカーヘレノケアラ

宮島万粧美／レレメヘリオ

高橋理絵／ハラウ オ カ ホークー オーリノリノ

西たかこ／ハラウ フラ オ カパリリ オカラー

寺谷みち／ナー レイ カオフレフア

レフアとも子／フラハラウ オ カレイレフア (椎木・高須クラス）

レフアとも子／フラ ハラウ オ カレイレフア （久本クラス）

香山郁乃／ワイアヌヘア オ カ ウカ

近藤智栄／アロハアイナ

坂田彩子／マハナティアレオリタヒチ

レフアとも子／フラ ハラウ オ カレイレフア
（小田クラス）

荻野奈緒美／アロハナ フラ

あなみ きょうこ／ナー マヌ ホオヒエヒエ

荻野奈緒美／アロハナ ケイキ

浦上麻里／ナー メア カウナ ロア

舟山美智子／フラ ハラウ オ ウイラニ オ カ アイナ

中野きよ美／ホオウル イ カ メハナ オ カ フラ

佐々木Yuki／カ フラ オ ナ ホク オ カ モアナ パキピカ

松下三喜／ハウオリ ルアナ

湊真理子／エレガンスフラ マリコフラスタジオ

吉田美智子／ハラウ オラパクイカライ オ ホクアウラニ 神戸・大阪校

高木恵子／オリオリハワイアンフラスタジオ

上条ヤスヒサ／カマカニ フラ スタジオ

ユカリ ケアロヒケア 岡市／フアリ オ ケアロヒケア

坂本元美／カウピリ フラ スタジオ

松本喜久代／ナプアキエレフラスタジオ

梅田京子／KYOKO HULA スタジオ

飯田明子／アキコズ スクール オブ フラ

齊藤和代／ナーレイマカマエ サイトウ フラ スタジオ

宮崎真由美／ハーラウ カレイオープアラナイカマーリエ

Leina／リノ カナロアズ パーティ

玉置ゆかり／ワイアロハ フラ スタジオ

黒田かおり／ポーマイカイ フラ スタジオ KYOTO

窪田美佳／アノ アノ ナー ミリミリ

小瀬幸江／マカマカ フラ ロア

鈴木貴子／カ レイ オ ラウレア

吉岡万理／ハーラウ フラ オ カマナオラナ 吉岡

佐藤英子／ハーラウエイコカナニプアピカケ

Rich Pedrina／ハーラウ フラ オ ナープナヘレオナープア

池田洋子／カ リノ パーバル フラ スタジオ

北角美紀／ハーラウ ヴァイアラレフア

宇都宮さつき／プアメリア

MEVINA LIUFAU／タヴァケ レレアタ

綿谷敦子／マーリエ フラ アウアナ

渡辺コースケ／ハラウ フラ オ カ モク オピオ オ カ ラニ

立花香織／スタジオ マカナ フラ アンド タヒチ

岸本綾子／マヘアラニ キシモト フラスタジオ

三木房子／ジャスミン フラ スタジオ

梅川理恵／ケ オル マカニ レイ ナホク オ カ ラニ

佐伯実咲／スタジオ ロコ パアニ

Na Pua Lei Kao／ナー プア レイ ハァアヘオ オ カ ヒキナ

佐伯実咲／ピリアロ

見澤文子／ホオナネア フラ スタジオ

イヴァラニ トモミ／イヴァラニ トモミ/ マヌラニ フラ スタジオ

東野ジュン／ハーラウ オ ナープア レフア

首藤雅恵／ハーラウ ナー プア オ クアリィ

藤山須美子／レイモミ フラ スタジオ

大場節子／アロハハイビスカス

山中よう子／ワイキキ フラ スクール

孝子マカラニ・貴田真樹／カ リコ マヒプア オ マカラニ

生野里佳／フイフラ オ ナプアモキハナ

池田幸子／ハラウフラプアケニケニ

岸田恭子／プアケアフラスタジオ

横田ちかこ／ハーラウフラナープアイモハラプー

栄福 満代・川合幸世／ロコマイカイ

野原美和／ナープアオーリノフラスタジオ

横井三枝子／ミエコ エカヒ フラ ハラウ

和田千鶴子／テ レオ オ テ マヌ

田中一代／カ オルラニ フラ スタジオ

中野佐代子／カ マヌレフア

石垣亜里子／ケ アラ エ アロ アイ

澁川浩子／ホアヌイ アカデミー オブ ポリネシアン アーツ

正木美保子／クアパパ フラ スタジオ

大前雅美／カ パパ フラ レイ プア

谷内絵美理／ホー オリ イカ メハナ オ カ フラ

フラ

山野ありさ／フイ フラ マカラプア

芥川美佳／ナー リコ オ カ レフア ケア 大阪校

倉橋香里／ナ レイ ラナキラ

マイケル キャノピン／ハーラウ ケアラカパヴァ

鍛冶博美／メアヌイ フラスタジオ

三上裕子／カピリナ フラ スタジオ

生野ひろみ／アナヴァイオラダンススタジオ

レフアとも子／フラ ハラウ オ カレイレフア
（肥田クラス）
幸子Kalikopuaaloha大高／ハーラウ オハナ イ ケアロハ

