
NO 1 部 2 部 3 部 4 部 5 部 6 部 7 部 8 部 9 部 NO

11：00～12：00 12：00～13：00 13：00～14：00 14：00～15：00 15：00～16：00 16：00～17：00 17：00～18：00 18：00～19：00 19：00～20：00

握手レーン締切
時間/11：40

握手レーン締切
時間/12：40

握手レーン締切
時間/13：40

握手レーン締切
時間/14：40

握手レーン締切
時間/15：40

握手レーン締切
時間/16：40

握手レーン締切
時間/17：40

握手レーン締切
時間/18：40

握手レーン締切
時間/19：40

1 野々垣美希 野々垣美希 松井珠理奈 松井珠理奈 都築里佳 松井珠理奈 松井珠理奈 藤本冬香 藤本冬香 1

2 熊崎晴香 熊崎晴香 平野百菜 熊崎晴香 熊崎晴香 熊崎晴香 入内嶋涼 熊崎晴香 熊崎晴香 2

3 須田亜香里 須田亜香里 中坂美祐 須田亜香里 須田亜香里 須田亜香里 青海ひな乃 3

4 大場美奈 大場美奈 大橋真子 大場美奈 大場美奈 田辺美月 大場美奈 青海ひな乃 大場美奈 4

5 高柳明音 高柳明音 鈴木恋奈 高柳明音 高柳明音 池田楓 高柳明音 池田楓 高柳明音 5

6 古畑奈和 古畑奈和 竹内ななみ 古畑奈和 古畑奈和 古畑奈和 福士奈央 古畑奈和 古畑奈和 6

7 惣田紗莉渚 惣田紗莉渚 石川花音 惣田紗莉渚 惣田紗莉渚 惣田紗莉渚 赤堀君江 惣田紗莉渚 惣田紗莉渚 7

8 末永桜花 末永桜花 井田玲音名 末永桜花 末永桜花 末永桜花 井田玲音名 末永桜花 末永桜花 8

9 大芝りんか 杉山愛佳 大芝りんか 杉山愛佳 杉山愛佳 9

10 日高優月 日高優月 荒野姫楓
後藤楽々

通常盤全国握手会
14:00～15:00

福士奈央
後藤楽々

通常盤全国握手会
16:00～17:00

田辺美月 10

11 江籠裕奈 石川花音 江籠裕奈 江籠裕奈 井田玲音名 江籠裕奈 江籠裕奈 入内嶋涼 江籠裕奈 11

12 上村亜柚香 鎌田菜月 上村亜柚香 鎌田菜月 山内鈴蘭 鎌田菜月 山内鈴蘭 鎌田菜月 鎌田菜月 12

13 倉島杏実 荒井優希 荒井優希 仲村和泉 荒井優希 荒井優希 中野愛理 荒井優希 荒井優希 13

14 佐藤佳穂 佐藤佳穂 倉島杏実 佐藤佳穂 佐藤佳穂 仲村和泉 佐藤佳穂 仲村和泉 佐藤佳穂 14

15 川嶋美晴 荒野姫楓 川嶋美晴 岡本彩夏 大谷悠妃 赤堀君江 大谷悠妃 白井友紀乃 白井友紀乃 15

16 竹内彩姫 竹内彩姫 片岡成美 竹内彩姫 岡本彩夏 竹内彩姫 竹内彩姫 相川暖花 相川暖花 16

17 片岡成美 北川愛乃 北川愛乃 平田詩奈 北川愛乃 平田詩奈 北川愛乃 北川愛乃 北野瑠華 17

18 井上瑠夏 井上瑠夏 水野愛理 井上瑠夏 水野愛理 井上瑠夏 井上瑠夏 石黒友月 石黒友月 18

19 野島樺乃 野島樺乃 西満里奈 野島樺乃 野島樺乃 北野瑠華 野島樺乃 北野瑠華 野島樺乃 19

20 浅井裕華 浅井裕華 青木詩織 浅井裕華 青木詩織 浅井裕華 青木詩織 浅井裕華 浅井裕華 20

21 松本慈子 松本慈子 坂本真凛 松本慈子 坂本真凛 松本慈子 坂本真凛 松本慈子 坂本真凛 21

22 白井琴望 白井琴望 髙畑結希 髙畑結希 西満里奈 髙畑結希 髙畑結希 中野愛理 髙畑結希 22

23 太田彩夏 太田彩夏 谷真理佳 太田彩夏 谷真理佳 谷真理佳 西満里奈 深井ねがい 深井ねがい 23

24 鈴木愛菜 野村実代 鈴木愛菜 野村実代 野村実代 斉藤真木子 野村実代 斉藤真木子 斉藤真木子 24

SKE48 25th SINGLE「FRUSTRATION」
8月12日　京都パルスプラザ　劇場盤個別握手会スケジュール


