
2019 スナフキンズ音楽教室 生徒ライブ  ＜大人の部＞ プログラム　 　　3月3１日(日)＠ BL cafe

14:40 [ 開場 ]     🎸   🎤   🥁   🎷   🎹   🎸   🎤   🥁   🎷   🎹   🎸   🎤   🥁   🎷   (来場者様用)  
14:58 [ ご挨拶 ]　教室代表  柘植 紀人　　　[ 注意事項 ]　教室ディレクター  SAT

時間 組数 名前 楽器 曲名１ アーティスト１ （曲名2） （アーティスト２） 講師

開演
15:00 1

クサカ ハルエ、 ナカネ ミサ、 
ナス ソノコ、 ハヤカワ アキ、  
バンバ トモヒロ

グリー（コーラス） THE LONGEST TIME Billy Joel うたエール ゆず 宮川

2
カンダ　マヤ　　　　　　
タケダ　ハルカ　　 　　
ハセガワ　マリ

エレキギターボーカル　
エレキギターボーカル
アコギターボーカル

君はロックを聴かない あいみょん ー ー 水谷

3 トヨダ　マリ        　       イシカワ　ユイナ
ギターボーカル　　　　
ギターボーカル 手紙 back number 白い風 ももいろクローバーZ 水谷

4
フクイ　タケハル　　　　
フクイ　タケアキ（8才）

ギターボーカル　　　　
ギターボーカル さんぽ 井上あずみ・久石譲 野ばら 奥田民生 水谷

5 サトウ　テツヒコ アコギターボーカル 歌うたいのバラッド 斉藤和義 ー ー Kaio

6 コウロギ　マユミ アコギターボーカル M プリンセスプリンセス ー ー Kaio

7 ヒライデ　ヨシアキ アコギターボーカル 落陽 吉田拓郎 酒と泪と男と女 河島英五 鳥飼

8 ホリ　マサヨシ エレアコギターボーカル 世界中の誰よりきっと 織田哲郎 いつまでも変わらぬ愛を 織田哲郎 柘植

9 ヒビノ　ヒロキ エレアコギターボーカル To be with you Mr.BIG ずっと嘘だった(ずっと好きだった) 斉藤和義 水谷

10 ヤマシタ　チハル ボーカル 黒い雫 Superfly 私とワルツを 鬼束ちひろ SAT

11 ゴトウ　ミワ ギター 奇跡の山 岸部眞明 ー ー 水谷

12 アキマツ　カオリ アコースティックギター 陽だまりのうた ル・クプル ー ー 柘植

13 ツチヤ　ヒデカズ ギター 元気を出して 竹内まりあ ー ー Kaio

14 カナガワ　ショウヘイ アコーディオン CIELTO LINDO C.FERNANDEZ ー ー SAT

15 イシワタ　メグミ アコーディオン CLARINET POLKA ポーランド民謡 ケ・セラ・セラ Ray Evans SAT

16 タカギ　ミナ アコーディオン アメリのワルツ ヤン・ティルセン ー ー SAT

17 ホシノ　タエコ アコーディオン サンタ・ルチア イタリア民謡 茶色の小瓶 American Folk Song SAT

18 ササキ　ミチ エレキウクレレ オーダーリン ビートルズ ー ー 柘植

19 ヒョウドウ　ルミコ サックス Over the rainbow 平林

20 イソベ　シオリ サックス You’ve got a friend in me Randy Newman Another day of sun Justin Hurwitz 佐藤

17:00 21 スズキ　リョウヘイ サックス 銀河と迷路 東京スカパラダイスオーケストラ ー ー 佐藤

22 クシヤ　アンナ キーボード You Can’t Hurry Love Diana Ross&The Supremes ー ー SAT

23 ヨシダ　トシコ ボーカル Lullaby Of Birdland George Shearing ー ー SAT

24 セキ　サトシ ボーカル シングルベッド シャ乱Q ー ー 宮川

25 ニシオ　ナナ ボーカル ALWAYS ユンミレ Thank u next Ariana Grande 宮川

26 スズムラ　ユウスケ ラップボーカル＆DTM Chill Sakura SKYLANE a.k.a.鈴村祐介 彩色 SKYLANE a.k.a.鈴村祐介 柘植

27 アラキ　シュウヘイ ボーカル どんな色がすき 坂田修 ー ー 宮川

28 イノウエ　マイコ ボーカル 渡月橋 倉木麻衣 ー ー 袈裟丸

29 ヤマザキ　カズオ ピアノボーカル ミスティー 小林桂 ー ー 宮川

30 ヒラノ　ミズキ ①ピアノボーカル　　　　
②ギターボーカル Perfect Ed Sheeran Wherever you are ONE OK ROCK 宮川　

Kaio

31 トクダ　ツネコ ドラム もうひとつの土曜日 浜田省吾 ー ー 水野

32 ウエオカ　ナオヒロ エレキギター Long train running Doobie Brothers Kaio

33 タジマ　ヒデキ エレキギター 粉雪 レミオロメン ー ー Kaio

34 マツイ　ユウミ エレキギター Sugar&Coffee 吉野晃一 ー ー 水谷

35 カトウ　ヒロキ ベース Nobody Weired Like Me Red Hot Chilli Peppers オリオンをなぞる UNISON SQUARE GARDEN 吉田

36 イズハラ　リエ エレアコギターボーカル アカツキ MAN WITH A MISSION ROLLING IN THE DEEP アデル 宮川 
水谷

37 ハヤカワ　コウヘイ エレキギター&ボーカル Seize The Day Avenged Sevenfold Hotel California Eagles 柘植

38 シバタ　ナオ ボーカル Rumour Has It. Adele ー ー SAT

39 フカガワ　ジュンジ キーボードボーカル 青い影 プロコルハルム Separate Way Journey 宮川

19:00 終演　～　ステージで集合写真撮影（出演者＆講師） 講師バンド 講師1人サポート プライベートメンバー


