
松本 千鶴 /フラハーラウ カウイケオラニ
松尾 智恵子 /ライマナ
真崎 恵子 /プアカイ オナ レフア
木下 信子 /フラハラウ ワイルア
千葉 幸子 /ナーホークーヴェリナフラスタジオ
武江 佳美 /レフアフラガール
Adjustment time
岩元 梓 /カレイオハウオリフラスタジオ 
越野 もとみ /ナーレイ・オ・カ・メリア・リノ
宮崎 かなこ /モナモナタヒチ
新保 美穂 /ハーラウ フラ オ アロハラニ
横山 智佳子 /フラオプアリノ
ユミコ カレイナニ /ケ オラ ハラウ フラ オ カレイナニ
清水 Kuumomi 篤子 /カモミオカモアナパキピカ
Adjustment time
塩松 朋子 /カレイアロハナウパカクアヒビ
Here Hia小野、Kawaiola内山 /ヘレヒアポリネシアンダンススタジオ
深沢 ちおり /プアラニオワカ フラ スタジオ
けいこ レイモミ /フラハラウ オ ケアヌエヌエ オナプア ヴィリプイア 
新毛 幸 /ホオラウリマアオラニ
吉田 洋子 /フラスタジオレアジユウガオカ
宮澤 美穂子 /カ パ フラ オ アーネラ ラニ
Adjustment time
鈴木 やす江 /ホアピリアロハ
大瀧 初子 /フラ ハーラウ オ ウルラニ
菊池 純子 /ナー・プア・オ・ロケラニ
ヘンディ 香代子 ・ 榎本 知美 /ハラウ オ カ マヌ フラ レア
澤村 茉由 /メラヒオタヒチ

9

Event Stage Time Table
4/16(sat) 4/17(sun)

 OUT SIDE Stage Time Table

時間　　                       実施内容 時間　　                       実施内容
11:00 "ハワイアンレゲエDJ "「DJ MIDORI」
12:00 sayaka feat. JazzoomCafe 
12:15 Taira
12:30 ハワイと日本を音楽でつなぐアーティスト「LAHIKI」
12:45 saya
13:00 Mauna
13:15 ハワイ応援キャラクター「ホヌッピー」とトレジャーハートを踊ろう！
13:30 Keira
13:45 JazzoomCafe & ukurena
14:15 saya
14:30 Mauna
14:45 ハワイと日本を音楽でつなぐアーティスト「LAHIKI」
15:00 Keira
15:15 ハワイアンミュージシャン「日下貴博」
15:45 Taira
16:00 ハワイ応援キャラクター「ホヌッピー」とトレジャーハートを踊ろう！
16:15 JazzoomCafe & ukurena
協力「日本キッズ＆ティーンズウクレレ交流会」

11:00 "ハワイアンレゲエDJ "「DJ MIDORI」
12:00 saya
12:15 Taira
12:30 ハワイと日本を音楽でつなぐアーティスト「LAHIKI」
12:45 小梅
13:00 ハワイ応援キャラクター「ホヌッピー」とトレジャーハートを踊ろう！
13:15 Kai
13:30 Keira
13:45 Mauna
14:00 Mr.X
14:15 JazzoomCafe & ukurena
14:30 小梅
14:45 ハワイと日本を音楽でつなぐアーティスト「LAHIKI」
15:00 Kai
15:15 ハワイアンミュージシャン「日下貴博」
15:45 Mr.X
16:00 ハワイ応援キャラクター「ホヌッピー」とトレジャーハートを踊ろう！
16:15 JazzoomCafe & ukurena

参加キッズにステッカー
プレゼント！

参加キッズにステッカー
プレゼント！

参加キッズにステッカー
プレゼント！

参加キッズにステッカー
プレゼント！

KONISHIKI＆TAUPOU
LIVE

KONISHIKI来日
40周年Anniversary YEAR

SPECIAL STAGE

FINALE

4/16(sat) 4/17(sun)

酒井 陽子 /フラハーラウプメハナ
佐藤 ひと美 /フラ レア ウェリナ マカナニ
雨宮 里江 /マルヒア
ナーレイレイコ /ナーレイレイコフラスタジオ
長浜 尚子、土肥 真 /カヴェリナオケアロハ  ヴァイティアレタヒチ
JUN /アナホア
小林 友子 /ミノアカノカオイフラスタジオ
YUKA / ホエアナ
Adjustment time
YURIE /テ ヒナライ
首藤 雅恵 /ハーラウ・ナー・プア・オ・クアリィ
本間 清津子 /ベイスタイルホンマフラスタジオ
石原 絵里子 /ヴェリナフラスタジオ
北原 由美子 /ハーラウ レフア マモ
清水 奈美恵 /オリマナ
堀川 浩子 /フラハーラウオマルラニオハナ
レイシェル 小林 /ふらさろん ハイビスカス
sachi /ワイナニ フラスタジオ
小村 理恵 /フラ オ ナープアオカラニ
大川 あき子 /スタジオ タムレティア
小倉 美保 /オグラミホフラスタジオ
麻生 明美  /リノ ホアロハ フラ
響 マイレラウリイ 木村 /ケアラニ フラ スタジオ
府川 弥生 /マイレ・ラウリィ
戸田 千秋 /フラ パキピカ
Adjustment time
庄司 辰江 /フラ リノリノ アーヌエヌエ
杉浦 理江 /フラ・オ・ナプア・ウイ
佐々木 博美 /ヒロミスタジオマハロフラ
maki /ホアケアラフラ
寺西 恵 /スマイル フラ
GUEST STAGE        Aloha Mai
田中 絵美 /ハラウ オラパクイカライ オ ホクアウラニ 東京校
竹村 あい /カマカナニアロハ
永野 美加子 /ハートオブアロハフラアンドタヒチアンハラウ


