
1部 2部 3部 昼の部 4部 5部 6部
9：30〜11：00 11：00〜12：30 12：30〜14：00 14：00〜15：10 15：10〜16：40 16：40〜18：10 18：40〜20：10

握⼿レーン締切
時間/10:40

握⼿レーン締切
時間/12:10

握⼿レーン締切
時間/13:40

握⼿レーン締切
時間/14:50

握⼿レーン締切
時間/16:20

握⼿レーン締切
時間/17:50

握⼿レーン締切
時間/19:50

1 ⽝塚 あさな 東 李苑 東 李苑 相川 暖花 東 李苑 東 李苑 1

2 都築 ⾥佳 ⽮⽅ 美紀 ⽮⽅ 美紀 浅井 裕華 2

3 松本 慈⼦ 北川 綾巴 北川 綾巴 太⽥ 彩夏 北川 綾巴 北川 綾巴 北川 綾巴 3

4 ⽵内 舞 ⽵内 舞 野島 樺乃 野島 樺乃 宮前 杏実 宮前 杏実 宮前 杏実 4

5 ⼭⽥ 樹奈 ⼆村 春⾹ ⼆村 春⾹ ⽚岡 成美 ⼆村 春⾹ ⼆村 春⾹ ⼆村 春⾹ 5

6 北野 瑠華 松井 珠理奈 松井 珠理奈 末永 桜花 松井 珠理奈 松井 珠理奈 松井 珠理奈 6

7 ⾼⽊ 由⿇奈 ⽯⽥ 安奈 ⽯⽥ 安奈 菅原 茉椰 菅原 茉椰 ⼭内 鈴蘭 ⼭内 鈴蘭 7

8 江籠 裕奈 江籠 裕奈 江籠 裕奈 ⼩畑 優奈 ⼩畑 優奈 野⼝ 由芽 野⼝ 由芽 8

9 ⽇⾼ 優⽉ ⽇⾼ 優⽉ ⽇⾼ 優⽉ 杉⼭ 愛佳 松村 ⾹織 松村 ⾹織 松村 ⾹織 9

10 ⻘⽊ 詩織 ⻘⽊ 詩織 髙寺 沙菜 髙畑 結希 髙寺 沙菜 ⻫藤 真⽊⼦ ⻫藤 真⽊⼦ 10

11 髙塚 夏⽣ ⼤場 美奈 ⼤場 美奈 町 ⾳葉 ⼤場 美奈 ⼤場 美奈 ⼤場 美奈 11

12 井⽥ 玲⾳名 惣⽥ 紗莉渚 惣⽥ 紗莉渚 村井 純奈 惣⽥ 紗莉渚 惣⽥ 紗莉渚 惣⽥ 紗莉渚 12

13 市野 成美 ⾼柳 明⾳ ⾼柳 明⾳ 和⽥ 愛菜 ⾼柳 明⾳ ⾼柳 明⾳ ⾼柳 明⾳ 13

14 古畑 奈和 古畑 奈和 古畑 奈和 ⼀⾊ 嶺奈 古畑 奈和 古畑 奈和 14

15 酒井 萌⾐ 柴⽥ 阿弥 柴⽥ 阿弥 上村 亜柚⾹ 柴⽥ 阿弥 柴⽥ 阿弥 柴⽥ 阿弥 15

16 福⼠ 奈央 ⽵内 彩姫 内⼭ 命 後藤 楽々 後藤 楽々 加藤 るみ 加藤 るみ 16

17 ⽵内 彩姫 須⽥ 亜⾹⾥ 須⽥ 亜⾹⾥ ⽩井 琴望 須⽥ 亜⾹⾥ 須⽥ 亜⾹⾥ 須⽥ 亜⾹⾥ 17

18 ⽊本 花⾳ ⽊本 花⾳ ⽊本 花⾳ ⽔野 愛理 ⽊本 花⾳ ⽊本 花⾳ 18

19 熊崎 晴⾹ 熊崎 晴⾹ 熊崎 晴⾹ 熊崎 晴⾹ 熊崎 晴⾹ 19

20 佐藤 すみれ 佐藤 すみれ 佐藤 すみれ 佐藤 すみれ 20

21 荒井 優希 荒井 優希 後藤 理沙⼦ 後藤 理沙⼦ 21

22 鎌⽥ 菜⽉ 鎌⽥ 菜⽉ 川崎 成美 川崎 成美 ⾕ 真理佳 ⾕ 真理佳 ⾕ 真理佳 22

18:10
〜

18:40

SKE48 19th SINGLE「チキンLINE」
 5⽉14⽇  劇場盤個別握⼿会スケジュール

NO 休 憩 NO


