
Time TITLE Vo(1) Vo(2) Gt(Marshall) Gt(JC) Gt(DI) Ba Dr Key ボーカルマイク数 備考

12:00〜 セッティング

12:15〜 リハーサル

13:15〜 ライブハウス側のセッティング

13:45〜 OPEN
14:00〜 曖昧劣情ラバー 前川愛美 中野祐介

14:06〜
14:12〜 海の声 室岡伸治 澤村実希

14:18〜 真夏の果実 大谷真菜 澤村実希

14:24〜 moon crying しんちゃん 澤村実希

14:30〜 ため息 清永幸美 澤村実希

14:36〜 clarity 田中香織 田中香織

14:42〜 手紙 忠本智子 忠本智子

14:48〜 勝手にしなよ 松村由美子 澤村実希

14:53〜 アイ 片山文雄 澤村実希

14:59〜 柊 梅津瞳 澤村実希

15:05〜 Part of your world 香取慶 澤村実希

15:11〜 こーちゃんメドレー こーき君 こーき君

15:17〜 ぶんぶんぶん さいえい君 さいえい君

15:23〜 あいちゃん 澤村実希

15:29〜 ＜レッスン費＞

15:35〜 one more time one more chance 山田智紀 波多野陽一

15:41〜 Never Enogh Chika SHOYA
15:47〜
15:55〜 チャレンジ 島田佳則 波多野陽一 石川浩道 島田佳則 未都来 中野祐介 波多野陽一

16:05〜

16:15〜 インスト 前川愛美(Fl) しんさん(Vl) 波多野陽一 坂本流謡(Fl) 今井克広 石川浩道 田中香織(Tp) 4フルート2ヴァイオリン1トランペット1

16:25〜
16:35〜 ポコズハウス ボーカル5人 波多野真人 波多野陽一 島田佳則(カホン) 大谷真菜(エレピ) 5

ボーカル3人 波多野真人 石川浩道(カホン) 大谷真菜(エレピ) 3

ボーカル6人 波多野真人 石川浩道(カホン) 大谷真菜(エレピ) 5
サックス１、
HeadSetMic1

16:55〜 セッティング

17:05〜 みなと祭り（メドレー） ボーカル６人 坂本（ショルキー） 島田佳則 中村光宏 澤村実希

17:20〜 セッティング

17:30〜 全力少年 片山文雄 中野祐介 島田佳則 前田和弘 坂本流謡

17:36〜 シルエット 前川愛美 中野祐介 島田佳則 前田和弘 坂本流謡

17:42〜 お気に召すまま 中野祐介 中野祐介 島田佳則 鎌池香保 坂本流謡

17:48〜 サヨナラバス 梅津瞳 中野祐介 島田佳則 鎌池香保 坂本流謡 ハーモニカ 
17:54〜 セッティング

18:04〜 丸の内サディスティック 水野薫 水野佑樹 波多野真人 中村光宏 中本颯斗 室岡伸治

18:10〜 夢で逢えたら 松村由美子 水野佑樹 波多野真人 水野薫 中本颯斗 室岡伸治

18:16〜 朝がまた来る 清永幸美 水野佑樹 波多野真人 水野薫 中本颯斗 室岡伸治

18:22〜 born to be wild 室岡伸治 水野佑樹 波多野真人 水野薫 中本颯斗

18:28〜 時間調整

18:40〜 セッティング

18:50〜 トゥインクル 寺村茉莉 未都来 波多野陽一 宮代隆 しんちゃん 田中香織 3
18:56〜 未来予想図２ 河上睦 波多野陽一 波多野陽一 寺村茉莉 未都来 高山真理映 2
19:02〜 色彩のブルース Chika 波多野陽一 波多野陽一 寺村茉莉 石川浩道 高山真理映 2 サックス１

19:08〜 僕らの夢 しんちゃん 波多野陽一 寺村茉莉 石川浩道 田中香織 1
19:14〜 ヒマワリ 田中香織 波多野陽一 宮代隆 石川浩道 1
19:20〜 21st century break down 宮代隆 波多野陽一 未都来 宮代隆 石川浩道 2
19:26〜 きらきら武士 高山真理映 波多野陽一 未都来 寺村茉莉 石川浩道 田中香織 2
19:32〜 セッティング

19:42〜 Love of a life time 山本淳 SHOYA 今井克広 中村光宏 澤村実希

19:48〜 Just the way you are 山田智紀 SHOYA 今井克広 中村光宏 澤村実希

19:54〜 田園 島田佳則 SHOYA 今井克広 中村光宏 澤村実希

20:00〜 熱き鼓動の果て 波多野陽一 SHOYA 今井克広 中村光宏 澤村実希

20:06〜 winding road 忠本智子 山本淳 SHOYA 今井克広 中村光宏 澤村実希

20:12〜 Fall 未都来 今井克広 中村光宏 澤村実希 サックス２

20:18〜 セッティング

20:24〜 真人オリジナル SHOYA 真人 今井克広 中村光宏 山本淳(SAX)
20:35〜 講師バンド 澤村実希 SHOYA 中野祐介 今井克広 中村光宏

エンディング

21:30〜 打ち上げはライブハウスでそのまま行います


