No. ハラウ

備考

会場1

1 アーケア フラスタジオ（⼤宮⽕曜クラス）

20/14:59 噴⽔

2 アーケアフラスタジオ 埼⽟⻄部Br

20/12:50 庁舎

3 アーケアフラスタジオ⽔・⽊曜クラス

20/11:53 噴⽔

4 アーケアフラスタジオプアキエレクラス&ロケラニクラス

20/12:14 庁舎

5 アロハ ハウオリ

21/14:00 噴⽔

6 アロハ プメハナ フラスタジオ

20/13:36 庁舎

7 アロハナフラスタジオ

20/16:32 南池

8 アロハプアナレイフラスタジオ

21/12:48 ⻄⼝

9 イオフラスタジオ

21/12:02 東池

10 エリマ レイ ピカケ

21/11:00 庁舎

11 オハナ フラスタジオ

会場2

会場3

20/14:51 南池
21/14:00 東武

21/16:42 噴⽔

20/11:12 ⻄⼝

20/13:40 噴⽔

20/15:03 南池

12 オハナオ アーパパラニ

21/11:36 庁舎

21/15:13 南池

14 カ レフア スタジオ エリカ

20/13:41 ⻄⼝

20/17:02 噴⽔

15 カ オーリノラニフラスタジオ

20/14:07 噴⽔

16 カ パー フラ オ ナー プア オナオナ

21/15:43 噴⽔

17 カ フラ プーウル オ ラウレア

21/11:46 庁舎

18 カ モミ オ カ モアナ パキピカ

20/13:49 南池

19 カウピリ

20/12:56 南池

20 カウピリフラスタジオ

21/11:00 ⻄⼝

21/13:11 噴⽔

21 カトレアカイ・ナニアクア

20/11:53 庁舎

20/13:30 南池

22 カトレアカイ・ニリンソウ

20/14:16 噴⽔

23 カナニマウロアフラスタジオ

21/11:57 ⻄⼝

24 カノエラニ三⾕フラスタジオ ピカケ

21/14:13 東武

21/16:59 噴⽔

25 カパーハアオカロコマイカッイ

21/12:16 庁舎

21/13:39 東池

26 カパハッア・オ・ナープア・オ・クーアロッイロッイ

21/11:11 ⻄⼝

21/16:33 噴⽔

27 カホアイピリアロハ

20/12:00 南池

20/14:28 庁舎

28 カレイ ナプア ラニ ⽉ クラス

21/15:52 庁舎

29 カレイナプアラニ ⼟クラス

20/13:49 庁舎

30 カレフアオカラー

21/12:10 ⻄⼝

31 かんのフラスタジオ

21/16:33 庁舎

32 ⽊下信⼦フラ教室

21/11:00 東池

33 クウ レイ アロハ

20/12:38 噴⽔

34 ケ・アロハ・フラオハナグループ

20/12:02 噴⽔

35 コナミスポーツクラブ池袋

21/11:00 噴⽔

36 ⼩林れい⼦フラ舞踏塾

20/13:15 噴⽔

37 ジョジョニー フラ シスターズ

21/11:11 庁舎

38 スイート ココナツ

21/11:56 庁舎

39 スタジオ ナ プア エコル

20/15:42 噴⽔

40 スタジオ ホアロハ

20/12:11 噴⽔

41 スタジオ メケアロハ

21/14:06 庁舎

42 ティアレヴァレアウ

20/16:10 庁舎

43 東京ダンスヴィレッジ⽉⽕⽔クラス

20/11:00 庁舎

44 東京ダンスヴィレッジ⽔曜クラス

20/11:27 庁舎

45 ナ ワヒネ ウイ

21/11:54 噴⽔

46 ナ プア レイ フラ スタジオ

21/12:23 ⻄⼝

47 ナー・プエオフラスタジオ

21/11:09 噴⽔

48 ナー・マモ・オ・レフア・マカノエ 池袋⼟曜フラ

20/12:33 ⻄⼝

49 ナープアオカホークーフラスタジオ

21/15:52 噴⽔

50 ナーホークーヴェリナ フラスタジオ

21/16:01 噴⽔

51 ナーマモ・オ・レファア・マカノエ池袋⽇曜⽇⼊⾨クラス

21/14:48 東武

52 ナーマモ・オ・レフアマカノエ池袋⼟曜タヒチクラス

20/13:49 噴⽔

20/15:16 南池

53 ナーマモオ・レファア・マカノエ池袋⽇曜⽇クラス

21/11:14 東池

21/12:37 噴⽔

54 ナーリコ オ カラーアロヒラニ フラスタジオ

20/16:58 東武

55 ナーレイオケアラクーパーオア

21/14:01 ⻄⼝

56 ナプアリア・レレアトゥア

21/14:19 庁舎

57 ナプレレ

21/11:25 東池

21/12:46 噴⽔

58 ノアノア・フラスタジオ

21/11:25 庁舎

21/12:39 東池

21/14:13 東池

20/17:10 東武

21/12:12 南池

20/12:52 東池

20/15:34 ⼤塚

21/15:25 南池

No. ハラウ

備考

会場1

会場2

59 ハーラウ オ クウプアマエオレ

21/12:03 噴⽔

60 ハーラウ オ カメアナーナナーモエ

21/13:01 東池

61 ハーラウ オ ケアラ アロアロ

21/12:28 庁舎

62 ハーラウ オ ケアラククイマイケカヒキナ

21/13:27 噴⽔

63 ハーラウ オ マヒナクウマカ

21/14:13 ⻄⼝

64 ハーラウ オルオル カ マナオ

20/15:24 庁舎

65 ハーラウ カ ヴェヒ オ ナー ラニ

21/13:34 噴⽔

66 ハーラウ カ マカナ オ ナー マヌレア オハナチーム

21/13:42 噴⽔

67 ハーラウ カ マカナ オ ナー マヌレア マカナチーム

20/11:26 噴⽔

68 ハーラウ カ マカナ オ ナー マヌレア マヌレアチーム

20/11:35 噴⽔

69 ハーラウ ナー レイ オ カ イポ ラウアエ

21/13:19 庁舎

21/16:13 南池

70 ハーラウ フラ オ カイラナマーリエ

20/11:44 噴⽔

20/13:17 南池

71 ハーラウ フラ オ ナーホークーオカラニ Aチーム

21/11:28 噴⽔

21/16:28 ⻄⼝

72 ハーラウ フラ ナープア オ カ ハラ埼⽟校

21/11:49 東池

21/14:47 南池

73 ハーラウ フラ ナネア

20/17:11 噴⽔

74 ハーラウ フラ ホアヘレ

20/16:00 噴⽔

75 ハーラウ フラ ワレア ミノアカ

21/11:19 噴⽔

76 ハーラウ ポーハイ ケ アロハ

21/16:06 庁舎

77 ハーラウ ルー レフア

21/14:27 ⻄⼝

78 ハーラウ・オ・メリアマーリエ

20/17:19 噴⽔

79 ハーラウ・オ・レフア・オ・カラニ

21/12:29 東池

21/14:31 庁舎

80 ハーラウフラ ナネアイコウナニ

20/13:58 噴⽔

20/15:47 南池

81 ハーラウフラ ナネアイコウナニ ケイキ

20/11:46 ⻄⼝

20/16:43 南池

82 ハウオリ ポエポエ

21/13:14 東池

21/15:27 庁舎

83 ハウオリオハナ

20/16:34 庁舎

84 ハナウメア フラ スタジオ

19/18:36 前祭

85 ハラウ オ カイ マリノ

20/12:12 南池

86 ハラウ カレイアロハイポアイラニ

21/16:51 噴⽔

87 ハラウ ナ レイ アロハ

21/14:18 噴⽔

88 ハラウ プアラレア レフアウラ

20/16:18 南池

89 ハラウ フラ オ モアニケアラ

21/17:28 噴⽔

90 ハラウ マヌイアオ ケアウホウ

21/14:02 東池

91 ハラウ レイ アヌヘア

20/15:33 噴⽔

92 ハラウ・フラ ラーラ

20/16:43 噴⽔

93 ヒヴァヒヴァホアピリフラタヒチアンスタジオ

20/17:37 噴⽔

94 ピリナ レアレア フラスタジオ

21/16:19 庁舎

95 プア キエレ フラハレ

20/15:34 南池

96 プアヒナノケイキフラ&タヒチ

21/11:36 東池

97 プアマエオレフラスタジオ

20/11:17 噴⽔

98 プアマリエフラグループ

20/14:24 噴⽔

99 プアラニズ フラ アンド オリタヒチ

21/14:53 庁舎

会場3

21/17:18 南池

21/16:07 噴⽔

21/16:39 南池

21/12:55 噴⽔

21/16:00 南池

20/15:21 ⼤塚

100 プアリリ－（としま⼥性会）

20/14:50 噴⽔

101 プアレヴァ/ハラウ フラ オ マヌ キーカハ イ ルナ オ カ モアナ

20/11:14 庁舎

102 フイ マーリエ

20/11:00 噴⽔

103 フイ・フラ・カ・マカニ・オ・ハワイ

21/15:26 噴⽔

104 フォルテ・フラ教室

20/17:20 南池

106 フラ ロゼラニ

20/11:40 庁舎

20/13:05 東池

107 フラ オ カライアーケア

20/11:09 噴⽔

20/12:38 庁舎

108 フラ オ プアケア

21/15:00 南池

109 フラ オ ポハイ ケ アロハ

20/15:24 噴⽔

110 フラ オ レアレア カ ローカヒ

21/13:06 庁舎

111 フラ オハナ プアナニ キエレ

20/16:08 噴⽔

112 フラ ココナッツ

19/18:49 前祭

20/14:02 南池

113 フラ ナ ホク

20/14:51 庁舎

20/17:08 南池

114 フラ ハーラウ オ ナニカリノ

21/11:36 噴⽔

115 フラ ハーラウ オ ヘレイピリナヘ

20/12:23 南池

116 フラ ハーラウ オ ホォホア

21/13:57 庁舎

21/16:26 南池
21/15:17 噴⽔

No. ハラウ

備考

会場1

会場2

117 フラ ハーラウ カウアノエマイカァニ イリマクラス

21/12:11 噴⽔

118 フラ ハーラウ キラキラ オ ナー プア リコ

21/17:46 噴⽔

119 フラ ハラウ オ カヘレラニ（椎名町フラサークル）

21/15:35 噴⽔

120 フラ ハラウ ナ プア オ ナーオハナ

19/19:03 前祭

121 フラ ハラウ ナニ マウロアA

20/14:15 南池

122 フラ ハラウ ナニ マウロアB

20/14:28 南池

123 フラ ラウリマ

20/14:38 庁舎

124 フラ・ホアピリ Aグループ

21/13:19 噴⽔

125 フラ・ホアピリ Bグループ

20/16:03 ⻄⼝

126 フラ・マカニ・オルオル

20/14:07 ⻄⼝

20/16:23 東武

127 フラサークル プア ケニケニ

21/12:35 ⻄⼝

21/15:00 噴⽔

128 フラサークル・オハナ

20/13:53 ⻄⼝

129 フラサークルオルオル

20/15:59 庁舎

130 フラサークルプアメリア

21/15:40 庁舎

131 フラスタジオ モアナマーリエ

21/14:09 噴⽔

132 フラスタジオ モアナマーリエ エコル

21/13:51 噴⽔

133 フラスタジオ レア ⾃由が丘

21/15:16 庁舎

134 フラスタジオミカ

20/17:28 噴⽔

135 フラハーラウ マハナ・ホア

20/12:03 庁舎

136 フラハーラウ・オ・カウルア

21/13:44 庁舎

137 フラハラウ オ カレイレフア ⻄台

20/17:46 噴⽔

21/14:40 ⻄⼝

138 プルメリア

20/13:23 噴⽔

20/16:11 東武

139 へウイ オカラニ フラスタジオ&フェティア タヒチ

20/14:20 ⻄⼝

140 ホアピリアロハ

21/16:42 ⻄⼝

141 ポエラバグループ

20/15:15 噴⽔

142 ホオカヒ

21/13:51 東池

143 ポーハイナープア 与野

21/14:44 噴⽔

144 ポーマイフラスタジオ松⼾

21/14:52 噴⽔

145 マイレ本間フラスクール『スタジオ・カルア』

20/13:07 南池

146 マウナレオ・ヨシコ

20/16:46 庁舎

147 マウロアヒサフラスタジオ鷺宮

21/14:52 ⻄⼝

21/16:36 東武

148 マウロアヒサフラスタジオ⽯神井

21/11:47 ⻄⼝

21/15:08 噴⽔

150 マカナニ

20/12:48 噴⽔

151 マカリイフラスクール

21/15:04 ⻄⼝

152 マナオラナ フラ スタジオ

21/17:18 ⻄⼝

153 マルラニ フラ

21/12:16 東池

21/13:31 庁舎

154 ミノアカ フラ

20/12:50 南池

20/15:51 噴⽔

155 モアナヌイフラアンドタヒチアンスタジオA

21/11:45 噴⽔

21/13:27 東池

156 ラエラエカナヘレハーラウラニ

20/16:09 南池

157 リコ フラ ハラウ

20/15:50 ⻄⼝

158 ⽴教⼤学フラサークル ナープア

20/15:36 庁舎

159 リノカイフラ・タヒチ

21/15:46 南池

160 レアレアフラスタジオ・ピカケ

20/16:55 南池

161 レアレアフラスタジオ・レフア

20/13:07 噴⽔

162 レイ・ピカケ

20/16:17 噴⽔

163 レイフラ

20/12:37 南池

164 レイフラスタジオ エルエコル

3曲⽬頭切れ

21/17:08 噴⽔

166 レイフラスタジオ エルエカヒ

21/17:18 噴⽔

167 レイフラスタジオ エルエルア

21/16:46 庁舎

168 レイマイレフラスタジオ

20/14:33 ⻄⼝

169 レフア フラガール

20/16:36 東武

170 ワイナニ・フラスタジオ

21/17:36 噴⽔

171 ワイホナ メリ
172 フラ・ホアピリ

20/12:57 噴⽔
2,3曲⽬のみ

21/13:03 噴⽔

20/13:31 噴⽔

20/15:08 噴⽔

21/17:57 東武
20/15:59 南池
20/16:53 噴⽔

21/16:53 南池

165 レイフラスタジオ ワイエカヒ

19/18:00 前祭

173 フイ・フラ・ナー・プア・マエマエ

19/18:12 前祭

174 カレイヒイマクア

19/18:24 前祭

会場3

20/14:41 南池

21/16:26 東武

