
７月２８日（土）ウクレレピクニック２０１２砂浜のステージスケジュール

時間 代表者名 グループ

10:00

廣部 明子 hua moa

萩野 明子 Club  TIKI TIKI

山口 昌子 ゴッホ・レンジャーズ

10:30 沢井 真紀 レレモアニ

森田 信平 Oleo ＆ PAPA

望月 啓子 CHIGASAKI-maile

相川 ひさえ コラー弦

11:00 臼井 直人 Banana Fish & Chips

たかくさ りの 日曜14時

小山諭 レレ・パスタ＆タロット

11:30

12:00 岡田ゆき ＮＡ　ＫＡＭＡ’ＡＩＮＡ

井上 聡美 olu'olu uku

林 有香 Akolae

本多 かおる Hoaka

12:30 神田敬祐 ＫＥＩＹＵ

大石 時広 ＦＲＯＧＳ

森山 潤一 Leo Capono

高野賢一 ハウマナ

13:00 阿部達也 Ship　Wood Summer　

山口博 A-line

吉田 ユウコ コアロヒ

米山 陽一 米山陽一　ソロ

13:30 福岡 茉莉 ウタタネ食堂

うかれれ うかれれ

関　昌夫 ims ウクレレ　Bomb

迫屋 直子 ハッピーマンデー

福井 水晶 asu＋mizu＋ino(y)

14:00 西森 孝征 パラダイスオールスターズ

熊木 義之 ALE'ALE

宮島尚哉 宮島尚哉

岡部八郎 おかはち

14:30 田中 康子 Childhood friends

小森 紀寛 ああ、なつやすみ☆ぜんぶひらがなで♪♪。

亀井 望 大阪枚方ウクレレ倶楽部

尾崎　章 プア・ケニケニ

15:00 三水 三千世 信濃の国ゆるレレ会

17:55

18:10

18:25

18:40 藤井貞男 ハナ・アロハ・ウクレレ

18:50

19:05

19:20

19:35

20:00

20:15

AldrineGuerrero from Hawaii

Kanileʼa（kristen ＆ Joe）from Hawaii

ウクレレえいじGUEST

海音GUEST

U-900GUEST

ハンサム判治

Kazuki&NAOTOGUEST

IZUMI  PahepuaokalaniGUEST

AO AQUAGUEST

OPENING

ギネス世界記録に挑戦！（海のステージ）

勝　誠二＆yoheyOKAMOTOGUEST

かのんぷ♪GUEST

GUEST



７月２８日（土）ウクレレピクニック２０１２海のステージスケジュール

時間 代表者名 グループ名

9:30 木村 義国 ハ民研

渡辺 恵美 `Akahi akahi

桃田 克利 ウクレア

山下 弘二 Onaona　Waimaka

鈴木 辰美 尾山台ウクレレキッズ&ケイキフラ

10:00 村松 浄順 寺レレ

尾崎 元彦 Team Genz

木戸 謙次 Shonan Hawaiian Club

白石 浩之 Band Matsu Band

10:30 花村 美歩 みかん電車

田口 知幸 アロハ・スターズ

野田 豊 ブルーサブ　うくれれーず

清水 克彦 中央大学フォークソング研究会OB～OyajiBand

11:00 鈴木 嘉子 laki laki lucky band

Meleana 東横　はわいやんず

北村 吉宏 Sgt.　Pepper‘ｓ　Funney　Firemans　Band

日野伸明 ハワイアン・ジャグバンド・ビアｰズ

11:30

12:00 神戸 敬介 ウクレレの日

金井 悦子 みちくさkids

大内 喜徳 TEAM　free　magnum

松木茂 lele GA-RU ＋

吉原桂子 Ukulele Ganta World

12:30 高嶋 尚子 ウクレレ★パラダイス

藤田充代 チカディ　ウクレレ　クラブ

井上 秀樹 水戸でウクレレ弾くの会（仮）

ピーター岡田 おやこカフェ　にこ　Ami

13:00 谷中 敦 Ukulele studio MAHANA

浅野 竜也 群馬でウクレレ！（Ｇレレ）

三幣 光治 Lei Kolona

栗原 元子クリハラ モトコ ウクレレマイスターズ　

13:30 齋藤 広幸 SEA LAKERS

小村理恵 フラ　オ　ナープアオカラニ

野口治 ウクレレオハナ

新倉真澄 イクラニ・カルチャーサロン

清水 空弥 G&Eウクレレアンサンブル

14:00 伊藤 桃 横濱音泉倶楽部

片山恵美子 ウクレレてらこや

佐野 有紀 Hukilau Ukulele Club

海平　規代 アロハキューブ　with ほこらしや

14:30 松浦 一恵 Halau　Kalei　`alapua `iliahi

佐藤信弘（ダーリン佐藤） クワガタバンド

高橋乃梨子 ＬＵＡＮＡ’s

宿輪 勲 Ocean Sounds

高木悌二郎 ジローズ ウクレレバンド

15:00 和田光信 Lele de Bossa チコチコ隊

猪古 淳仁 久屋大通ブルーズバンド

織田島 高俊 ウクレレアフタヌーン

浅木 舞 LeaLea Ukulele Garden

15:30

17:30 面谷誠二 トイズウクレレ楽団

内海祐太 デイジーどぶゆき＆ＪａｚｚｏｏｍＣａｆｅ.featウクレレ庶民の会

堀口潤 PoePoe 

小豆畑　芳光 ウクレレ・オーケストラ・オブ・ジャパン

18:00

18:30 関口　和之 ケイキ・ウクレレ・オブ・ジャパン

関口　和之 ケイキ・ウクレレ・オブ・ジャパン

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

21:50

Kanileʼa（kristen ＆ Joe）from Hawaii

AldrineGuerrero from Hawaii

GUEST

GUEST

ギネス世界記録に挑戦

Ukulele PicnicGUEST

Chris&christopher kamakaGUEST

ジョニー宜野湾GUEST

キヨシ小林GUEST

E KOMO　MAIGUEST

ジャングルスマイルGUEST

アンソニー　レナードGUEST

GUEST 高木ブー

関口　和之GUEST

IWAOGUEST

HOOPERSGUEST

GUEST TAIMANE

ENDING

GUEST BareFoot 


