
H29.3.24現在

期日 2月25日（土） 3月18日(土)・19日(日) 3月26日（日） 4月1日（土） 4月7日（金） 4月9日（日） 4月14日（金）

群馬県　前橋市 茨城県　日立市 栃木県　足利市 埼玉県さいたま市 千葉県　松戸市 神奈川県　横須賀市 東京都　渋谷区

ベイシア文化ホール 日立市民会館 足利市民会館大ホール さいたまスーパーアリーナ 松戸森のホール21 よこすか芸術劇場 NHKホール

公演数 ① ③ ② ② ① ② ①

秋吉 優花 秋吉 優花 秋吉 優花 秋吉 優花

井上 由莉耶 井上 由莉耶 井上 由莉耶 井上 由莉耶

宇井 真白 宇井 真白 宇井 真白

上野 遙 上野 遙 上野 遙 上野 遙

岡本 尚子 岡本 尚子 岡本 尚子 岡本 尚子

神志那 結衣 神志那 結衣 神志那 結衣 神志那 結衣

駒田 京伽 駒田 京伽 駒田 京伽 駒田 京伽

坂口 理子 坂口 理子 坂口 理子

指原 莉乃 指原 莉乃 指原 莉乃 指原 莉乃 指原 莉乃 指原 莉乃 指原 莉乃

田島 芽瑠 田島 芽瑠 田島 芽瑠 田島 芽瑠 田島 芽瑠 田島 芽瑠 田島 芽瑠

田中 菜津美 田中 菜津美 田中 菜津美 田中 菜津美

田中 美久 田中 美久 田中 美久 田中 美久 田中 美久 田中 美久 田中 美久

松岡 菜摘 松岡 菜摘 松岡 菜摘 松岡 菜摘 松岡 菜摘 松岡 菜摘 松岡 菜摘

矢吹 奈子 矢吹 奈子 矢吹 奈子 矢吹 奈子 矢吹 奈子 矢吹 奈子 矢吹 奈子

山田 麻莉奈 山田 麻莉奈 山田 麻莉奈 山田 麻莉奈

山本 茉央 山本 茉央 山本 茉央

9 8 8 16 9 10 16

今田 美奈 今田 美奈 今田 美奈 今田 美奈

岩花 詩乃 岩花 詩乃 岩花 詩乃 岩花 詩乃

植木 南央 植木 南央 植木 南央 植木 南央

多田 愛佳

熊沢 世莉奈 熊沢 世莉奈 熊沢 世莉奈

下野 由貴 下野 由貴 下野 由貴

田中 優香 田中 優香 田中 優香

冨吉 明日香 冨吉 明日香 冨吉 明日香

朝長 美桜 朝長 美桜 朝長 美桜 朝長 美桜 朝長 美桜 朝長 美桜 朝長 美桜

深川 舞子 深川 舞子 深川 舞子 深川 舞子

渕上 舞 渕上 舞 渕上 舞 渕上 舞

宮脇 咲良 宮脇 咲良 宮脇 咲良 宮脇 咲良 宮脇 咲良 宮脇 咲良 宮脇 咲良

村重 杏奈 村重 杏奈 村重 杏奈 村重 杏奈

本村 碧唯 本村 碧唯 本村 碧唯 本村 碧唯 本村 碧唯 本村 碧唯 本村 碧唯

森保 まどか 森保 まどか 森保 まどか 森保 まどか 森保 まどか 森保 まどか 森保 まどか

7 8 7 15 7 7 14

荒巻 美咲 荒巻 美咲 荒巻 美咲

今村 麻莉愛 今村 麻莉愛 今村 麻莉愛 今村 麻莉愛

栗原 紗英 栗原 紗英 栗原 紗英 栗原 紗英

坂本 愛玲菜 坂本 愛玲菜 坂本 愛玲菜

筒井 莉子 筒井 莉子 筒井 莉子 筒井 莉子

外薗 葉月 外薗 葉月 外薗 葉月 外薗 葉月

松岡 はな 松岡 はな 松岡 はな 松岡 はな 松岡 はな 松岡 はな 松岡 はな

村川 緋杏 村川 緋杏 村川 緋杏 村川 緋杏

山内 祐奈 山内 祐奈 山内 祐奈

山下 エミリー 山下 エミリー 山下 エミリー 山下 エミリー

4 4 4 10 4 4 10

運上 弘菜 運上 弘菜 運上 弘菜

小田 彩加 小田 彩加 小田 彩加

堺 萌香 堺 萌香 堺 萌香

清水 梨央 清水 梨央 清水 梨央 清水 梨央

武田 智加 武田 智加 武田 智加 武田 智加

地頭江 音々 地頭江 音々 地頭江 音々 地頭江 音々

月足 天音 月足 天音 月足 天音 月足 天音

豊永 阿紀 豊永 阿紀 豊永 阿紀 豊永 阿紀

松本 日向 松本 日向 松本 日向 松本 日向

宮﨑 想乃 宮﨑 想乃 宮﨑 想乃 宮﨑 想乃

3 3 4 10 4 3 10

計 23 23 23 51 24 24 50
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「ＨＫＴ４８ 春の関東ツアー2017 ～本気のアイドルを見せてやる～」出演メンバー

T
e
a
m
 
H

T
e
a
m
 
K
Ⅳ

T
e
a
m
　
T
Ⅱ

会場名


