
時間 先生 ハラウ名 曲名 所在地

10:00 開会式 　

10:08 1 松野ケイ子 クラクラ・フラ・スタジオ アロハ・ハワイ・クウ・オネ・ハナウ 千葉

10:15 2 芥川美佳 ナー・リコ・オ・カ・レフア・ケア ポー・ライライ 東京

10:22 3 芥川美佳 ナー・リコ・オ・カ・レフア・ケア カア・ナ・アレ 東京

10:29 4 松本美智子 コナミスポーツクラブ・ピカケ・新座 レイ・ホオヘノ 埼玉

10:36 5 芥川美佳 ナー・リコ・オ・カ・レフア・ケア コナ・カイ・オプア 東京

10:43 6 松本美智子 コナミスポーツクラブ・ロケラニ・川口 ホメ・カパカ 埼玉

10:50 7 小倉初子 アロハ・プメハナ・イリアヒ・ハツコ・フラ・スタジオ ポリアフ 東京

11:00 ハワイのハラウ

11:18 8 松本美智子 コナミスポーツクラブ・プルメリア・武蔵浦和 ハナ 埼玉

11:25 9 小南光緒 ハーラウ・ケ・オル・マカニ・アロヒ・ネイ・イ・カ・ラー カ・ヒナノ・オ・プナ 大阪

11:32 10 武田昭子 フラ・ハラウ・オ・ナニレフア カ・マカニ・カイリ・アロハ 北海道

11:39 11 松本美智子 ティアレ・ミチ・フラ・スタジオ クウ・レイ・モキハナ 東京

11:46 12 武田昭子 フラ・ハラウ・オ・ナニレフア アロハ・ノー 北海道

11:53 13 小南光緒 ハーラウ・ケ・オル・マカニ・アロヒ・ネイ・イ・カ・ラー ワイカフリ 大阪

12:00 14 菊地恵子 ケ・オル・マカニ・ウヒヴァイ・オ・カ・アイナ ナニ・ニイハウ 宮城

12:10 ハワイのハラウ

12:28 15 小南光緒 ケ・オル・マカニ・アロヒ・ネイ・イ・カ・ラー アウヘア・オエ／カ・ウア・ロク 大阪

12:35 16 YUYU TAIAMANI ケ・アラ・ビューティー 大阪

12:42 17 菊地恵子 ケ・オル・マカニ・ウヒヴァイ・オ・カ・アイナ ナー・プア・モハラ 宮城

12:49 18 柴田容子 レフアマモ・オ・アリイ・フラ・スタジオ ハノハノ・ノー・オ・カイルア 岩手

12:56 19 柴田容子 レフアマモ・オ・アリイ・フラ・スタジオ プア・チューバロゼ 岩手

13:03 20 佐藤幸恵 フラ・ハラウ・ケオラロア・オ・カレフア・プアケア カネオヘ 富山

13:10 21 佐藤幸恵 フラ・ハラウ・ケオラロア・オ・カレフア・プアケア イリマ・ビューティー 富山

昼休み 　

14:21 22 星野美千子 ハラウ・フラ・オ・リハウ ケ・アロハ 新潟

14:28 23 星野美千子 ハラウ・フラ・オ・リハウ ワイカフリ 新潟

14:35 24 星野美千子 ハラウ・フラ・オ・リハウ オハイ・アリイ・カルヘア 新潟

14:42 25 澤田麻美子 レイ・フラ・スタジオ ウア・ラニ・ピリ・イ・カ・ナニ・オ・パパコレア 愛知

14:49 26 澤田麻美子 レイ・フラ・スタジオ キラキラ・オ・ハレアカラ 愛知

14:56 27 澤田麻美子 レイ・フラ・スタジオ ナニ・アヒアヒ 愛知

15:03 28 澤田麻美子 レイ・フラ・スタジオ プア・ミキノリア 愛知

15:10 ミュージシャン ウヘウヘネ

15:33 29 豊田摩耶子 ハラウ・フラ・オ・マヤ アロハ・イア・オ・ワイアナエ 東京

15:40 30 加藤貴子 ハーラウ・フラ・オ・ウッイラニ ケ・アラ・ビューティー 東京

15:47 31 坂田由紀野 フラ・スタジオ・ピカケ レイ・ピカケ 千葉

15:54 32 白原秀子 ハーラウ・フラ・オ・カプア・レイ・ピカケ ポリアフ 兵庫

16:01 33 末田啓子 ハラウ・ケアラ・オ・カニ・レフア ハノハノ・ワイレア 東京

16:08 34 加藤貴子 ハーラウ・フラ・オ・ウッイラニ モアニケアラオナプアマーカヒキナ 東京

16:15 35 まりこレイイリマラニ クハイ・ハラウ・オ・レイイリマラニ・パ・オラパ・カヒコ ヘ・アロハ・エマラニ・ケ・クイニ・エ 京都

16:25 ハワイのハラウ

16:43 36 栗原満寿美 モアニケアラ・オ・カウラカヒ ケ・アロハ 東京

16:50 37 佐藤真理 マウリ・ナニ・フラ・スタジオ ケエイ 東京

16:57 38 泉＆りか海老名 カ・フラ・フイ・オ・ケーハウラニ プープー・アオ・エヴァ 神奈川

17:04 39 藤本洋子 マルラニ マプ・マウ・ケ・アラ 群馬

17:11 40 寺沼絹代 レイ・ミリミリ・フラ・スタジオ パリサ 京都

17:18 41 らんラニロア三角 ハラウ・オ・ナーププヒククイマイカヒキナ レフア・ビューティー 東京

17:25 42 増田美江 ＷＪＨＡケ・クイ・オ・ナ・プア・ナニ ポリアフ 熊本

17:32 43 武良範子 フラ・ハラウ・ピカケ・テルヌマ ホオイポ・イ・カ・マラナイ 鳥取

17:39 44 大髙幸子 ハラウ・オハナ・イ・ケアロハ カ・ノホナ・ピリ・カイ 大阪

17:49 ミュージシャン

18:12 45 大髙幸子 ハラウ・オハナ・イ・ケアロハ コケエ 大阪

18:19 46 久佐瑞木 ハラウ・ケアオウェナ・クーイカナニ コアリ 沖縄

18:26 47 木村やよい レイアロハ・フラ・スタジオ ケ・アロハ 東京

18:33 48 伊勢美保子 イセ・フラ・オ・ハラウ・マーヒエヒエ ブルー・ハワイ 東京

18:40 49 伊勢美保子 イセ・フラ・オ・ハラウ・マーヒエヒエ ハナレイ・ムーン ３県

18:47 50 蜂須賀栄美 フラ・ハラウ・オ・マカナニ ヘ・アロハ・ノー・ワイアナエ 東京

18:54 51 木村やよい レイアロハ・フラ・スタジオ ハレアカラ・フラ 東京

19:01 52 木村やよい レイアロハ・フラ・スタジオ アラ・ピカケ 東京

19:08 フィナーレ

ハーラウ・フラ・オ・ナワヒネ／クム・ナワヒネ・クラオカ

第16回フラ･ホオラウナ･アロハ２０１７　エキジビション　スケジュール表

ハワイ・アロハ

ホク・ズッターマイスター

ハーラウ・ナー・マモ・オ・カ・ラウアエ／クム・ラウアエ・ヤマサキ

フイ・パーク・フラ・スタジオ／クム・ケポオマイカラニ・パーク・チャン


