
２０１２年１１月１０日(土)　「ギンガムチェック」劇場盤　大握手会＠東京ビッグサイト東展示棟４～６
昼の部Ｃ　[13:00受付終了]

 昼の部Ａ  昼の部Ｂ
 [12:45受付終了]  [13:45受付終了]

レーン レーン

水埜帆乃香 第１部 水埜帆乃香 第２部 大矢真那 昼の部C 大矢真那 第３部 大矢真那 第４部 大矢真那 第５部 大矢真那 第６部 大矢真那 第７部

後藤理沙子 第１部 後藤理沙子 第２部 須田亜香里 昼の部C 須田亜香里 第３部 須田亜香里 第４部 須田亜香里 第５部 須田亜香里 第６部 須田亜香里 第７部

山下ゆかり 第１部 山下ゆかり 第２部 平松可奈子 昼の部C 平松可奈子 第３部 平松可奈子 第４部 平松可奈子 第５部 平松可奈子 第６部 平松可奈子 第７部

岩永亞美 第１部 岩永亞美 第２部 松井玲奈 昼の部C 松井玲奈 第３部 松井玲奈 第４部 松井玲奈 第５部 松井玲奈 第６部 松井玲奈 第７部

江籠裕奈 第１部 江籠裕奈 第２部 矢神久美 昼の部C 矢神久美 第３部 矢神久美 第４部 矢神久美 第５部 矢神久美 第６部 矢神久美 第７部

小木曽汐莉 振替第１部 小木曽汐莉 振替第２部 小木曽汐莉 昼の部C 小木曽汐莉 第３部 小木曽汐莉 第４部 小木曽汐莉 第５部 小木曽汐莉 第６部 小木曽汐莉 第７部
10/13 第5部・第6部使用可 10/14 第1部・第2部使用可

石田安奈 第１部 石田安奈 第２部 高柳明音 昼の部C 高柳明音 第３部 高柳明音 第４部 高柳明音 第５部 高柳明音 第６部 高柳明音 第７部

大脇有紗 第１部 大脇有紗 第２部 秦佐和子 昼の部C 秦佐和子 第３部 秦佐和子 第４部 秦佐和子 第５部 秦佐和子 第６部 秦佐和子 第７部

古畑奈和 第１部 古畑奈和 第２部 古川愛李 昼の部C 古川愛李 第３部 古川愛李 第４部 古川愛李 第５部 古川愛李 第６部 古川愛李 第７部

金子栞 第１部 金子栞 第２部 藤本美月 昼の部C 金子栞 第３部 金子栞 第４部 金子栞 第５部 佐藤実絵子 第６部 佐藤実絵子 第７部

原望奈美 第１部 原望奈美 第２部 赤枝里々奈 昼の部C 原望奈美 第３部 原望奈美 第４部 平田璃香子 第５部 平田璃香子 第６部 平田璃香子 第７部

二村春香 第１部 二村春香 第２部 二村春香 昼の部C 松本梨奈 第３部 松本梨奈 第４部 松本梨奈 第５部 松本梨奈 第６部 松本梨奈 第７部

宮前杏実 第１部 宮前杏実 第２部 宮前杏実 昼の部C 矢方美紀 第３部 矢方美紀 第４部 矢方美紀 第５部 矢方美紀 第６部 矢方美紀 第７部

菅なな子 第１部 菅なな子 第２部 小林絵未梨 昼の部C 松村香織 第３部 松村香織 第４部 松村香織 第５部 松村香織 第６部 松村香織 第７部

小柳有沙 第２部 三浦亜莉沙 昼の部B 三浦亜莉沙 振替第３部 出口陽 第５部 出口陽 第６部 出口陽 第７部
10/21 第２部使用可 10/13・14・21 昼の部Ｂ使用可 10/13・14・21 昼の部Ｂ使用可

加藤るみ 第２部 内山命 昼の部C 加藤るみ 第３部 柴田阿弥 第４部 柴田阿弥 第５部 柴田阿弥 第６部 柴田阿弥 第７部
10/21 第2部使用可 10/21 第3部使用可

宮脇咲良 第１部 宮脇咲良 第２部 荻野利沙 昼の部C 宮脇咲良 第３部 宮脇咲良 第４部 阿比留李帆 第５部 阿比留李帆 第６部 阿比留李帆 第７部

伊豆田莉奈 第１部 本村碧唯 昼の部C 本村碧唯 第３部 村重杏奈 第４部 村重杏奈 第５部 中西優香 第６部 中西優香 第７部

中西智代梨 昼の部C 中西智代梨 第３部 森保まどか 第４部 森保まどか 第５部 加藤智子 第６部 加藤智子 第７部

森川彩香 第１部 桑原みずき 第２部 桑原みずき 昼の部C 植木南央 第４部 植木南央 第５部 佐藤聖羅 第６部 佐藤聖羅 第７部

大島涼花 第１部 大島涼花 第２部 門脇佳奈子 昼の部C 門脇佳奈子 第３部 門脇佳奈子 第４部 高田志織 第５部 高田志織 第６部 高田志織 第７部

村山彩希 第１部 村山彩希 第２部 酒井萌衣 昼の部C 近藤里奈 第３部 近藤里奈 第４部 武藤十夢 第５部 武藤十夢 第６部 武藤十夢 第７部

平田梨奈 第１部 平田梨奈 第２部 穴井千尋 昼の部C 鵜野みずき 第３部 梅本まどか 第４部 梅本まどか 第５部 梅本まどか 第６部 梅本まどか 第７部

矢倉楓子 第１部 矢倉楓子 第２部 安陪恭加 昼の部C 中川紘美 第３部 兒玉遥 第４部 兒玉遥 第５部 鬼頭桃菜 第６部 鬼頭桃菜 第７部

與儀ケイラ 第１部 與儀ケイラ 第２部 今田美奈 昼の部C 小谷里歩 第３部 小谷里歩 第４部 小谷里歩 第５部 斉藤真木子 第６部 斉藤真木子 第７部

木下百花 第１部 木下百花 第２部 木下百花 振替D 村上文香 第３部 村上文香 第４部 村上文香 第５部 竹内舞 第６部 竹内舞 第７部
6/3 第4部・7/8 第4部使用可 6/3 夕方の部A・7/8 夕方の部A使用可 6/3 第4部・夕方の部A・7/8 第4部・夕方の部A使用可

谷川愛梨 第１部 谷川愛梨 第２部 若田部遥 昼の部C 岸野里香 第３部 岸野里香 第４部 岸野里香 第５部 新土居沙也加 第６部 新土居沙也加 第７部

相笠萌 第１部 島田玲奈 第２部 深川舞子 昼の部C 島田晴香 第３部 島田晴香 第４部 島田晴香 第５部 島田晴香 第６部 島田晴香 第７部

北澤早紀 第１部 高野祐衣 第２部 熊沢世莉奈 昼の部C 山本ひとみ 第３部 日置実希 第６部 日置実希 第７部

仲谷明香 第１部 仲谷明香 第２部 下野由貴 昼の部C 仲谷明香 第３部 小林亜実 第６部 小林亜実 第７部

木﨑ゆりあ 第１部 木﨑ゆりあ 第２部 高木由麻奈 昼の部A 山田澪花 昼の部B 木﨑ゆりあ 第３部 木﨑ゆりあ 第４部 木﨑ゆりあ 第５部 木﨑ゆりあ 第６部

松井珠理奈 第１部 松井珠理奈 第２部 松井珠理奈 第３部 松井珠理奈 第４部 松井珠理奈 第５部 松井珠理奈 第６部
4/8 第1部使用可 4/8 第2部使用可 4/8 第3部使用可 4/8 第4部使用可 4/8 夕方の部使用可 4/8 第5部使用可

向田茉夏 第１部 向田茉夏 第２部 井口栞里 昼の部A 都築里佳 昼の部B 向田茉夏 第３部 向田茉夏 第４部 向田茉夏 第５部 向田茉夏 第６部

木本花音 第１部 木本花音 第２部 犬塚あさな 昼の部A 市野成美 昼の部B 木本花音 第３部 木本花音 第４部 木本花音 第５部 木本花音 第６部

中田ちさと 第１部 中田ちさと 第２部 山田みずほ 昼の部C 中田ちさと 第３部 松岡菜摘 第４部 松岡菜摘 第５部 磯原杏華 第６部

指原莉乃 第１部 指原莉乃 第２部 田中菜津美 昼の部C 指原莉乃 第３部 指原莉乃 第４部 指原莉乃 第５部 指原莉乃 第６部

多田愛佳 第１部 多田愛佳 第２部 沖田彩華 昼の部C 多田愛佳 第３部 多田愛佳 第４部 多田愛佳 第５部 多田愛佳 第６部

小嶋陽菜 第１部 小嶋陽菜 第２部 川上礼奈 昼の部C 小嶋陽菜 第３部 小嶋陽菜 第４部 小嶋陽菜 第５部 小嶋陽菜 第６部

篠田麻里子 第１部 篠田麻里子 第２部 木下春奈 昼の部C 篠田麻里子 第３部 篠田麻里子 第４部 篠田麻里子 第５部 篠田麻里子 第６部

高橋みなみ 第１部 高橋みなみ 第２部 篠原栞那 昼の部C 高橋みなみ 第３部 高橋みなみ 第４部 高橋みなみ 第５部 高橋みなみ 第６部

秋元才加 第１部 秋元才加 第２部 室加奈子 昼の部C 秋元才加 第３部 秋元才加 第４部 秋元才加 第５部 秋元才加 第６部

板野友美 第１部 板野友美 第２部 板野友美 第３部 板野友美 第４部 板野友美 第５部 板野友美 第６部
4/8 第1部使用可 4/8 第2部使用可 4/8 第3部使用可 4/8 第4部使用可 4/8 第5部使用可 4/8 第6部使用可

梅田彩佳 第１部 梅田彩佳 第２部 東由樹 昼の部C 梅田彩佳 第３部 梅田彩佳 第４部 梅田彩佳 第５部 梅田彩佳 第６部

大島優子 第１部 大島優子 第２部 大島優子 第３部 大島優子 第４部 大島優子 第５部 大島優子 第６部

峯岸みなみ 第１部 峯岸みなみ 第２部 村瀬紗英 昼の部C 峯岸みなみ 第３部 峯岸みなみ 第４部 峯岸みなみ 第５部 峯岸みなみ 第６部

宮澤佐江 第１部 宮澤佐江 第２部 宮澤佐江 第３部 宮澤佐江 第４部 宮澤佐江 第５部 宮澤佐江 第６部

河西智美 第１部 河西智美 第２部 河西智美 第３部 河西智美 第４部 河西智美 第５部 河西智美 第６部

渡辺麻友 第１部 渡辺麻友 第２部 渡辺麻友 第３部 渡辺麻友 第４部 渡辺麻友 第５部 渡辺麻友 第６部

増田有華 第１部 増田有華 第２部 山岸奈津美 昼の部C 増田有華 第３部 増田有華 第４部 増田有華 第５部 増田有華 第６部

阿部マリア 第１部 阿部マリア 第２部 石田晴香 昼の部C 石田晴香 第３部 石田晴香 第４部 石田晴香 第５部 石田晴香 第６部 石田晴香 第７部

中村麻里子 第１部 中村麻里子 第２部 柏木由紀 昼の部C 柏木由紀 第３部 柏木由紀 第４部 柏木由紀 第５部 柏木由紀 第６部 柏木由紀 第７部

小林茉里奈 第１部 小林茉里奈 第２部 北原里英 昼の部C 北原里英 第３部 北原里英 第４部 北原里英 第５部 北原里英 第６部 北原里英 第７部

茂木忍 第１部 島崎遥香 第２部 島崎遥香 第３部 島崎遥香 第４部 島崎遥香 第５部 島崎遥香 第６部 島崎遥香 第７部

川栄李奈 第１部 川栄李奈 第２部 井尻晏菜 昼の部B 川栄李奈 第３部 川栄李奈 第４部 川栄李奈 第５部 川栄李奈 第６部

入山杏奈 第１部 入山杏奈 第２部 西澤瑠莉奈 昼の部A 入山杏奈 第３部 入山杏奈 第４部 入山杏奈 第５部 入山杏奈 第６部

高橋朱里 第１部 高橋朱里 第２部 赤澤萌乃 昼の部A 上枝恵美加 昼の部B 高橋朱里 第３部 高橋朱里 第４部 高橋朱里 第５部 高橋朱里 第６部

山内鈴蘭 第１部 山内鈴蘭 第２部 太田夢莉 昼の部A 林萌々香 昼の部B 山内鈴蘭 第３部 山内鈴蘭 第４部 山内鈴蘭 第５部 山内鈴蘭 第６部

前田美月 第１部 渡辺美優紀 第２部 渡辺美優紀 昼の部C 渡辺美優紀 第３部 渡辺美優紀 第４部 渡辺美優紀 第５部 渡辺美優紀 第６部

西野未姫 第１部 山本彩 第２部 山本彩 昼の部C 山本彩 第３部 山本彩 第４部 山本彩 第５部 山本彩 第６部

橋本耀 第１部 山田菜々 第２部 山田菜々 昼の部C 山田菜々 第３部 山田菜々 第４部 山田菜々 第５部 山田菜々 第６部

小嶋真子 第１部 福本愛菜 第２部 福本愛菜 昼の部C 福本愛菜 第３部 福本愛菜 第４部 福本愛菜 第５部 福本愛菜 第６部
6/3 第2部使用可 6/3 昼の部①使用可 6/3 第3部使用可 6/3 第4部使用可 6/3 夕方の部A使用可

岡田奈々 第１部 小笠原茉由 第２部 小笠原茉由 昼の部C 小笠原茉由 第３部 小笠原茉由 第４部 小笠原茉由 第５部 小笠原茉由 第６部
7/8 第4部使用可 7/8 夕方の部A使用可

内山奈月 第１部 河野早紀 第２部 小林莉加子 昼の部A 杉本香乃 昼の部B 加藤夕夏 第３部 仲俣汐里 第４部 仲俣汐里 第５部 仲俣汐里 第６部 仲俣汐里 第７部
10/21 第２部使用可

上西恵 第１部 上西恵 第２部 石田優美 昼の部A 佐藤天彩 昼の部B 上西恵 第３部 上西恵 第４部 山口夕輝 第５部 山口夕輝 第６部

吉田朱里 第１部 吉田朱里 第２部 三田麻央 昼の部C 吉田朱里 第３部 吉田朱里 第４部 吉田朱里 第５部

白間美瑠 第１部 白間美瑠 第２部 白間美瑠 昼の部C 白間美瑠 第３部 黒川葉月 第４部 薮下柊 第５部

佐々木優佳里 第１部 佐々木優佳里 第２部 久田莉子　昼の部A 古賀成美 昼の部B 佐々木優佳里 第３部 佐々木優佳里 第４部 佐々木優佳里 第５部

竹内美宥 第１部 竹内美宥 第２部 山内つばさ　昼の部A 竹内美宥 第３部 竹内美宥 第４部 竹内美宥 第５部

篠崎彩奈 第１部 市川美織 第２部 高山梨子　昼の部A 久代梨奈 昼の部B 市川美織 第３部 市川美織 第４部 市川美織 第５部 市川美織 第６部 市川美織 第７部

髙島祐利奈 第１部 大場美奈 第２部 日下このみ 昼の部A 梅原真子 昼の部B 大場美奈 第３部 大場美奈 第４部 大場美奈 第５部 大場美奈 第６部 大場美奈 第７部

永尾まりや 第２部 石塚朱莉 昼の部A 植田碧麗 昼の部B 永尾まりや 第３部 永尾まりや 第４部 永尾まりや 第５部 永尾まりや 第６部 永尾まりや 第７部

内田眞由美 第１部 内田眞由美 第２部 大家志津香 昼の部C 大家志津香 第３部 大家志津香 第４部 大家志津香 第５部 大家志津香 第６部 大家志津香 第７部

田名部生来 第１部 田名部生来 第２部 倉持明日香 昼の部C 倉持明日香 第３部 倉持明日香 第４部 倉持明日香 第５部 倉持明日香 第６部 倉持明日香 第７部

中塚智実 第１部 中塚智実 第２部 高城亜樹 昼の部C 高城亜樹 第３部 高城亜樹 第４部 高城亜樹 第５部 高城亜樹 第６部 高城亜樹 第７部

前田亜美 第１部 前田亜美 第２部 前田亜美 昼の部C 前田亜美 第３部 前田亜美 第４部 鈴木紫帆里 第５部 鈴木紫帆里 第６部 鈴木紫帆里 第７部

岩佐美咲 第１部 岩佐美咲 第２部 岩佐美咲 昼の部C 岩佐美咲 第３部 片山陽加 第４部 片山陽加 第５部 片山陽加 第６部 片山陽加 第７部

松原夏海 第１部 松原夏海 第２部 菊地あやか 昼の部C 菊地あやか 第３部 菊地あやか 第４部 菊地あやか 第５部 菊地あやか 第６部 菊地あやか 第７部
10/21 昼の部C使用可 10/21 第３部使用可 10/21 第４部使用可 10/21 第５部使用可 10/21 第６部使用可 10/21 第７部使用可

加藤玲奈 第１部 加藤玲奈 第２部 加藤玲奈 昼の部C 仲川遥香 第３部 仲川遥香 第４部 仲川遥香 第５部 仲川遥香 第６部 仲川遥香 第７部
6/17 第3部使用可 6/17 第4部使用可 6/17 第5部A使用可 6/17 第6部使用可

小林香菜 第１部 小林香菜 第２部 藤江れいな 昼の部C 藤江れいな 第３部 藤江れいな 第４部 藤江れいな 第５部 藤江れいな 第６部 藤江れいな 第７部

佐藤夏希 第１部 佐藤夏希 第２部 松井咲子 昼の部C 松井咲子 第３部 松井咲子 第４部 松井咲子 第５部 松井咲子 第６部 松井咲子 第７部

近野莉菜 第１部 近野莉菜 第２部 横山由依 昼の部C 横山由依 第３部 横山由依 第４部 横山由依 第５部 横山由依 第６部 横山由依 第７部

田野優花 第１部 田野優花 第２部 田野優花 昼の部C 仁藤萌乃 第３部 仁藤萌乃 第４部 仁藤萌乃 第５部 仁藤萌乃 第６部 仁藤萌乃 第７部

鈴木まりや 第１部 鈴木まりや 第２部 鈴木まりや 昼の部C 野中美郷 第３部 野中美郷 第４部 野中美郷 第５部 野中美郷 第６部 野中美郷 第７部

名取稚菜 第１部 名取稚菜 第２部 小森美果 昼の部C 小森美果 第３部 小森美果 第４部 小森美果 第５部 小森美果 第６部 小森美果 第７部

藤田奈那 第１部 藤田奈那 第２部 佐藤亜美菜 昼の部C 佐藤亜美菜 第３部 佐藤亜美菜 第４部 佐藤亜美菜 第５部 佐藤亜美菜 第６部 佐藤亜美菜 第７部

大森美優 第１部 大森美優 第２部 佐藤すみれ 昼の部C 佐藤すみれ 第３部 佐藤すみれ 第４部 佐藤すみれ 第５部 佐藤すみれ 第６部 佐藤すみれ 第７部

岩田華怜 第１部 岩田華怜 第２部 岩田華怜 昼の部C 岩田華怜 第３部 宮崎美穂 第４部 宮崎美穂 第５部 宮崎美穂 第６部 宮崎美穂 第７部

小嶋菜月 第１部 小嶋菜月 第２部 岡田彩花 昼の部A 梅田綾乃 昼の部B 小嶋菜月 第３部 小嶋菜月 第４部 小嶋菜月 第５部 岩立沙穂 第６部 岩立沙穂 第７部

第１部　[10:00受付終了] 第２部　[11:30受付終了] 第３部　[15:00受付終了] 第４部　[16:30受付終了] 第５部　[18:00受付終了] 第６部　[20:00受付終了] 第７部　[21:30受付終了]
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２０１２年１１月１０日(土)　「ギンガムチェック」劇場盤　大握手会＠東京ビッグサイト東展示棟４～６
※チーム表記は、「ギンガムチェック」劇場盤 ユーザー抽選購入申込み開始時の表記となります。

※振替対応の対象となる部、対応時間などの詳細に関しては、別紙一覧表にてご確認下さい。

AKB48 チームA レーン番号 SKE48 チームS レーン番号 NMB48 チームN レーン番号

岩佐美咲 76 9:00～15:30 大矢真那 1 12:00～22:00 小笠原茉由 62 10:30～20:30
多田愛佳 37 9:00～20:30 加藤るみ 16 10:30～15:30 10/21分振替対応あり 門脇佳奈子 21 12:00～17:00
大家志津香 72 12:00～22:00 木﨑ゆりあ 31 9:00～20:30 岸野里香 27 14:00～18:30
片山陽加 76 15:30～22:00 木下有希子 不参加となりました 木下春奈 39 12:00～13:30
倉持明日香 73 12:00～22:00 桑原みずき 20 10:30～13:30 小谷里歩 25 14:00～18:30
小嶋陽菜 38 9:00～20:30 須田亜香里 2 12:00～22:00 近藤里奈 22 14:00～17:00
篠田麻里子 39 9:00～20:30 高田志織 21 17:00～22:00 篠原栞那 40 12:00～13:30
高城亜樹 74 12:00～22:00 出口陽 15 17:00～22:00 上西恵 64 9:00～17:00
高橋みなみ 40 9:00～20:30 中西優香 18 19:00～22:00 白間美瑠 66 9:00～15:30
仲川遥香 78 14:00～22:00 6/17分振替対応あり 平田璃香子 11 17:00～22:00 福本愛菜 61 10:30～20:30 6/3分振替対応あり

中田ちさと 35 9:00～15:30 平松可奈子 3 12:00～22:00 松田栞 中止となりました
仲谷明香 30 9:00～15:30 松井珠理奈 32 9:00～20:30 4/8分振替対応あり 山口夕輝 64 17:00～20:30
前田亜美 75 9:00～17:00 松井玲奈 4 12:00～22:00 山田菜々 60 10:30～20:30
松原夏海 77 9:00～12:00 矢神久美 5 12:00～22:00 山本彩 59 10:30～20:30

吉田朱里 65 9:00～18:30
AKB48 チームK レーン番号 SKE48 チームKⅡ レーン番号 渡辺美優紀 58 10:30～20:30
秋元才加 41 9:00～20:30 赤枝里々奈 11 12:00～13:30
板野友美 42 9:00～20:30 4/8分振替対応あり 阿比留李帆 17 17:00～22:00 NMB48 チームM レーン番号

内田眞由美 72 9:00～12:00 石田安奈 7 9:00～12:00 太田里織菜 中止となりました
梅田彩佳 43 9:00～20:30 小木曽汐莉 6 9:00～22:00 10/13・14分振替対応あり 川上礼奈 38 12:00～13:30
大島優子 44 9:00～20:30 加藤智子 19 19:00～22:00 木下百花 26 9:00～13:30 6/3・7/8分振替対応あり

菊地あやか 77 12:00～22:00 10/21分振替対応あり 後藤理沙子 2 9:00～12:00 島田玲奈 28 10:30～12:00
田名部生来 73 9:00～12:00 佐藤聖羅 20 19:00～22:00 城恵理子 中止となりました
中塚智実 74 9:00～12:00 佐藤実絵子 10 19:00～22:00 高野祐衣 29 10:30～12:00
仁藤萌乃 82 14:00～22:00 高柳明音 7 12:00～22:00 谷川愛梨 27 9:00～12:00
野中美郷 83 14:00～22:00 秦佐和子 8 12:00～22:00 肥川彩愛 不参加となりました
藤江れいな 79 12:00～22:00 古川愛李 9 12:00～22:00 藤田留奈 中止となりました
松井咲子 80 12:00～22:00 松本梨奈 12 14:00～22:00 三田麻央 65 12:00～13:30
峯岸みなみ 45 9:00～20:30 向田茉夏 33 9:00～20:30 村上文香 26 14:00～18:30
宮澤佐江 46 9:00～20:30 矢方美紀 13 14:00～22:00 村瀬紗英 45 12:00～13:30
横山由依 81 12:00～22:00 山田澪花 31 13:00～14:00 矢倉楓子 24 9:00～12:00

山岸奈津美 49 12:00～13:30
AKB48 チームB レーン番号 SKE48 チームE レーン番号 與儀ケイラ 25 9:00～12:00
石田晴香 50 12:00～22:00 磯原杏華 35 19:00～20:30
河西智美 47 9:00～20:30 上野圭澄 不参加となりました
柏木由紀 51 12:00～22:00 梅本まどか 23 15:30～22:00 NMB48 研究生 レーン番号

北原里英 52 12:00～22:00 金子栞 10 9:00～18:30 東由樹 43 12:00～13:30
小林香菜 79 9:00～12:00 木本花音 34 9:00～20:30 石田優美 64 12:00～13:00
小森美果 84 12:00～22:00 小林亜実 30 19:00～22:00 鵜野みずき 23 14:00～15:30
佐藤亜美菜 85 12:00～22:00 酒井萌衣 22 12:00～13:30 沖田彩華 37 12:00～13:30
佐藤すみれ 86 12:00～22:00 柴田阿弥 16 15:30～22:00 古賀成美 67 13:00～14:00
佐藤夏希 80 9:00～12:00 高木由麻奈 31 12:00～13:00 小柳有沙 15 10:30～12:00 10/21分振替対応あり

鈴木紫帆里 75 17:00～22:00 竹内舞 26 19:00～22:00 佐藤天彩 64 13:00～14:00
鈴木まりや 83 9:00～13:30 都築里佳 33 13:00～14:00 中川紘美 24 14:00～15:30
近野莉菜 81 9:00～12:00 原望奈美 11 9:00～17:00 西澤瑠莉奈 55 12:00～13:00
増田有華 49 9:00～20:30 山下ゆかり 3 9:00～12:00 林萌々香 57 13:00～14:00
宮崎美穂 87 15:30～22:00 山本ひとみ 29 14:00～15:30
渡辺麻友 48 9:00～20:30 SKE48 研究生 レーン番号

井口栞里 33 12:00～13:00 赤澤萌乃 56 12:00～13:00
AKB48 チーム4 レーン番号 犬塚あさな 34 12:00～13:00 石塚朱莉 71 12:00～13:00
阿部マリア 50 9:00～12:00 内山命 16 12:00～13:30 井尻晏菜 54 13:00～14:00
市川美織 69 10:30～22:00 鬼頭桃菜 24 19:00～22:00 植田碧麗 71 13:00～14:00
入山杏奈 55 9:00～20:30 小林絵未梨 14 12:00～13:30 梅原真子 70 13:00～14:00
岩田華怜 87 9:00～15:30 斉藤真木子 25 19:00～22:00 太田夢莉 57 12:00～13:00
大場美奈 70 10:30～22:00 松村香織 14 14:00～22:00 加藤夕夏 63 14:00～15:30
加藤玲奈 78 9:00～13:30 水埜帆乃香 1 9:00～12:00 上枝恵美加 56 13:00～14:00
川栄李奈 54 9:00～20:30 日下このみ 70 12:00～13:00
島崎遥香 53 10:30～22:00 市野成美 34 13:00～14:00 久代梨奈 69 13:00～14:00
島田晴香 28 14:00～22:00 岩永亞美 4 9:00～12:00 黒川葉月 66 15:30～17:00
高橋朱里 56 9:00～20:30 江籠裕奈 5 9:00～12:00 河野早紀 63 10:30～12:00 10/21分振替対応あり

竹内美宥 68 9:00～18:30 大脇有紗 8 9:00～12:00 小林莉加子 63 12:00～13:00
田野優花 82 9:00～13:30 荻野利沙 17 12:00～13:30 杉本香乃 63 13:00～14:00
仲俣汐里 63 15:30～22:00 菅なな子 14 9:00～12:00 高山梨子 69 12:00～13:00
中村麻里子 51 9:00～12:00 新土居沙也加 27 19:00～22:00 東郷青空 中止となりました
永尾まりや 71 10:30～22:00 日置実希 29 19:00～22:00 久田莉子 67 12:00～13:00
山内鈴蘭 57 9:00～20:30 藤本美月 10 12:00～13:30 三浦亜莉沙 15 13:00～15:30 10/13・14・21分振替対応あり

二村春香 12 9:00～13:30 室加奈子 41 12:00～13:30
AKB48 6/24昇格 レーン番号 古畑奈和 9 9:00～12:00 薮下柊 66 17:00～18:30
伊豆田莉奈 18 9:00～10:30 宮前杏実 13 9:00～13:30 山内つばさ 68 12:00～13:00
小林茉里奈 52 9:00～12:00 山田みずほ 35 12:00～13:30
藤田奈那 85 9:00～12:00
小嶋菜月 88 9:00～18:30 HKT48　チームH レーン番号

名取稚菜 84 9:00～12:00 穴井千尋 23 12:00～13:30
森川彩香 20 9:00～10:30 植木南央 20 15:30～18:30

熊沢世莉奈 29 12:00～13:30
AKB48 研究生 レーン番号 兒玉遥 24 15:30～18:30
大森美優 86 9:00～12:00 古森結衣 中止となりました
サイード横田絵玲奈 中止となりました 下野由貴 30 12:00～13:30
佐々木優佳里 67 9:00～18:30 菅本裕子 中止となりました
平田梨奈 23 9:00～12:00 田中菜津美 36 12:00～13:30
武藤十夢 22 17:00～22:00 谷口愛理 中止となりました
相笠萌 28 9:00～10:30 中西智代梨 19 12:00～15:30
雨宮舞夏 中止となりました 松岡菜摘 35 15:30～18:30
岩立沙穂 88 19:00～22:00 宮脇咲良 17 9:00～17:00
梅田綾乃 88 13:00～14:00 村重杏奈 18 15:30～18:30
大島涼花 21 9:00～12:00 本村碧唯 18 12:00～15:30
岡田彩花 88 12:00～13:00 森保まどか 19 15:30～18:30
北汐莉 中止となりました 若田部遥 27 12:00～13:30
北澤早紀 29 9:00～10:30 指原莉乃 36 9:00～20:30
篠崎彩奈 69 9:00～10:30 HKT48 研究生
髙島祐利奈 70 9:00～10:30 安陪恭加 24 12:00～13:30
長谷川晴奈 中止となりました 今田美奈 25 12:00～13:30
光宗薫 中止となりました 江藤彩也香 中止となりました
村山彩希 22 9:00～12:00 仲西彩佳 中止となりました
茂木忍 53 9:00～10:30 深川舞子 28 12:00～13:30
森山さくら 中止となりました
渡邊寧々 中止となりました

AKB48 14期研究生 レーン番号

内山奈月 63 9:00～10:30
岡田奈々 62 9:00～10:30
小嶋真子 61 9:00～10:30
橋本耀 60 9:00～10:30
西野未姫 59 9:00～10:30
前田美月 58 9:00～10:30


