
→早着替え 青文字･･･リーダー

№ Time 曲名 クラス 出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 計 早

1 2:26 Do The Hula カピリナ 板付き 美佐子 明美(鈴) 美喜子 藍梨 英子 敬子 恵美子 泰子 麻由子 沙織(藤) ひとみ 泉 芽 聖菜 14 5

2 2:22 ジッパ・ディー・ドゥー・ダー キッズB 板付き 瑶禾 凛 果歩 栞 絃 ひまり 喜子 実千花 愛菜 穂花 菜月美 優偉 詩麻 優芽羽 千隼 15

3 3:31 Puamana ハウオリ 板付き 美喜子 明美(鈴) 英子 奈津子 沙織(田) 5

4 2:45 Vahine Anamite マハナⅡ 板付き 宏子 美樹 美佐子 藍梨 ミチル 5 2

5 3:00 MC（ご挨拶） YOKO

6 2:28 リロの歌 キッズA 板付き 優月 香奈 乃衣 琉海 明花里 佳子 千咲紀 ゆうの 麻菜美 彩乃 玲奈 11

7 3:35 Tahiti Nui カルチャー 板付き 宏子 美樹 静恵 淳子 4 3

8 2:23 パイナップルプリンセス キッズB 板付き 瑶禾 凛 果歩 栞 絃 ひまり 喜子 実千花 愛菜 穂花 菜月美 優偉 詩麻 優芽羽 千隼 15

9 3:58 Ku’u Leo Aloha カピリナ 音出し 美佐子 藍梨 敬子 恵美子 明美(鈴) 美喜子 静恵 泰子 麻由子 英子 沙織(藤) ひとみ 泉 芽 聖菜 15 2

10 3:00 MC

11 3:53 Lei Ho'oheno マハナⅠ 板付き 宏子 美佐子 美樹 藍梨 4 4

12 2:56 Uluwehi O Ke Kai キッズA 板付き 優月 香奈 乃衣 琉海 明花里 佳子 千咲紀 ゆうの 麻菜美 彩乃 玲奈 11

13 2:50 To You Sweetheart Aloha ハウオリ 板付き 美喜子 明美(鈴) 英子 奈津子 沙織(田) 5

14 3:56 Pahoho タヒチ合同 板付き 美佐子 宏子 美樹 藍梨 静恵 亜津子 明美(渋) 7

15 10:00 休憩

16 3:50 海の声 マハナⅠ 音出し 美佐子 藍梨 宏子 美樹 4 2

17 2:10 パーテードラムダンス キッズA 板付き 優月 香奈 乃衣 琉海 明花里 佳子 千咲紀 ゆうの 麻菜美 彩乃 玲奈 11

18 3:34 Mihi Au Ia Oe ミティ 板付き 泉 美佐子 静恵 藍梨 聖菜 亜津子 麻由子 英子 理沙 9 5

19 3:00 MC

20 3:55 This is me(ﾃﾞｨｽ ｲｽﾞ ﾐｰ) アラカイ 板付き YOKO 美佐子 明美(渋) 3 3

21 3:29 糸 フラ合同 音出し 宏子 美樹 藍梨 静恵 泉 恵美子 敬子 泰子 沙織(藤) ひとみ 芽 聖菜 美保子 13 5

22 4:53 よこソロ YOKO 音出し YOKO 1 1

23 1:00 司会者によるオテアの説明

24 2:11 オテアB 腰ミノ 板付き 明美(渋) 美佐子 ミチル 美樹 宏子 淳子 藍梨 麻由子 英子 理沙 10

25 2:11 ﾌｨﾅｰﾚ～ Iorana （Pはパレオ） タヒチ 音出し YOKO 明美(渋) 美佐子 宏子 美樹 ミチル 淳子 泉(P) 静恵(P) 亜津子(P) 藍梨 11

26 3:39 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌｨﾅｰﾚ～ﾌﾗｶﾞｰﾙ虹～ ｸﾗｽ紹介 全員 板付き

86:55

【第一部】

【第二部】

レッスンを受けているメンバーで前半踊る～間奏のクラス紹介でメンバーはステージでご挨拶～ラストは全員で（踊るメンバー・ステップのメンバー)

メンバー表 (最終版）


