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NH I K L M

じゅじゅ
（21:15-22:15）

じゅじゅ
（21:15-22:15）

絶対直球女子！プレイボールズ
（16:55-17:55）

絶対直球女子！プレイボールズ
（16:55-17:55）

脇田もなり
（13:05-14:05）

脇田もなり
（13:05-14:05）

真っ白なキャンバス
（14:25-15:25）
真っ白なキャンバス

（14:25-15:25）

校庭カメラアクトレス
（15:40-16:40）
校庭カメラアクトレス

（15:40-16:40）

spindle
（17:25-18:25）

spindle
（17:25-18:25） グーグールル

（17:50-18:50）
グーグールル

（17:50-18:50）

RHYMEBERRY
（19:55-20:55）
RHYMEBERRY

（19:55-20:55）

エレファンク庭
（13:05-14:05）

エレファンク庭
（13:05-14:05）

nuance
（14:25-15:25）

nuance
（14:25-15:25）

るなっち☆ほし
（15:40-16:40）

るなっち☆ほし
（15:40-16:40）

avandoned
（17:00-18:00）

avandoned
（17:00-18:00）

WEAR
（18:15-19:15）

WEAR
（18:15-19:15）

Malcolm Mask McLaren
（19:35-20:35）

Malcolm Mask McLaren
（19:35-20:35）

NECRONOMIDOL
（20:50-21:50）
NECRONOMIDOL

（20:50-21:50）

ガールズ q/b
（12:40-13:40）

ガールズ q/b
（12:40-13:40）

NaNoMoRaL
（13:55-14:55）
NaNoMoRaL

（13:55-14:55）

せのしすたぁ
（15:15-16:15）

せのしすたぁ
（15:15-16:15）

カイ
（16:30-17:30）

カイ
（16:30-17:30）

ゑんら
（17:50-18:50）

ゑんら
（17:50-18:50）

会心ノ一撃
（19:10-20:10）

会心ノ一撃
（19:10-20:10）

Kus Kus
（20:25-21:25）

Kus Kus
（20:25-21:25）

なんきんペッパー
（12:15-13:15）

なんきんペッパー
（12:15-13:15）

校庭カメラガールドライ
（13:30-14:30）
校庭カメラガールドライ

（13:30-14:30）

天晴れ原宿
（14:50-15:50）

天晴れ原宿
（14:50-15:50）

ONEPIXCEL
（16:05-17:05）

ONEPIXCEL
（16:05-17:05）

DREAMING MONSTER
（19:40-20:40）

DREAMING MONSTER
（19:40-20:40）

HAMIDASYSTEM
（19:00-20:00）

HAMIDASYSTEM
（19:00-20:00）

劇場版ゴキゲン帝国
（20:20-21:20）
劇場版ゴキゲン帝国

（20:20-21:20）

ReLIeF
（12:40-13:40）

ReLIeF
（12:40-13:40）

たけやま 3.5
（13:55-14:55）

たけやま 3.5
（13:55-14:55）

Devil ANTHEM.
（15:15-16:15）
Devil ANTHEM.

（15:15-16:15）

原田珠々華
（16:30-17:30）

原田珠々華
（16:30-17:30）

THE BANANA MONKEYS
（18:15-19:15）

THE BANANA MONKEYS
（18:15-19:15）

SAKA-SAMA
（19:30-20:30）
SAKA-SAMA

（19:30-20:30）

爆裂女子 -BURST GIRL-
（20:45-21:45）

爆裂女子 -BURST GIRL-
（20:45-21:45）

おとといフライデー
（19:00-20:00）
おとといフライデー
（19:00-20:00） MIGMA SHELTER

（19:30-20:30）
MIGMA SHELTER

（19:30-20:30）

桐谷まつり
（13:30-14:30）

桐谷まつり
（13:30-14:30）

乃木蛍
（17:40-18:40）

乃木蛍
（17:40-18:40）

A B C D E GF

KING∞RAGE
（12:40-13:40）
KING∞RAGE

（12:40-13:40）

PiiiiiiiN
（13:55-14:55）

PiiiiiiiN
（13:55-14:55）

QUEENS
（15:00-16:00）

QUEENS
（15:00-16:00）

DJ 後藤まりこ
（15:15-16:15）

DJ 後藤まりこ
（15:15-16:15）

raymay
（16:35-17:35）

raymay
（16:35-17:35）

NEO JAPONISM
（17:50-18:50）
NEO JAPONISM

（17:50-18:50）

SAY-LA
（19:15-20:15）

SAY-LA
（19:15-20:15）

エレクトリックリボン
（20:30-21:30）
エレクトリックリボン

（20:30-21:30）

幻 .no
（12:15-13:15）

幻 .no
（12:15-13:15）

ヲルタナティヴ
（14:50-15:50）

ヲルタナティヴ
（14:50-15:50）

代代代
（16:05-17:05）

代代代
（16:05-17:05）

神使轟く、激情の如く。
（17:25-18:25）
神使轟く、激情の如く。

（17:25-18:25）

めろん畑a go go
（18:40-19:40）
めろん畑a go go

（18:40-19:40）

われらがプワプワプーワプワ
（20:05-21:05）
われらがプワプワプーワプワ

（20:05-21:05）

READY TO KISS
（12:50-13:50）
READY TO KISS

（12:50-13:50）

uijin
（14:05-15:05）

uijin
（14:05-15:05）

CYNHN
（15:50-16:50）

CYNHN
（15:50-16:50）

BILLIE IDLE®
（17:00-18:00）
BILLIE IDLE®

（17:00-18:00）

二丁目の魁カミングアウト
（18:15-19:15）
二丁目の魁カミングアウト

（18:15-19:15）

クマリデパート
（19:35-20:35）

クマリデパート
（19:35-20:35）

GANG PARADE
（20:55-21:55）
GANG PARADE

（20:55-21:55）

ラストクエスチョン
（12:15-13:15）
ラストクエスチョン

（12:15-13:15）

ワガママきいて？？
（13:30-14:30）
ワガママきいて？？

（13:30-14:30）

3776
（14:50-15:50）

3776
（14:50-15:50）

里咲りさ
（16:05-17:05）

里咲りさ
（16:05-17:05）

Lovin&S
（17:25-18:25）

Lovin&S
（17:25-18:25）

パンダみっく
（18:40-19:40）

パンダみっく
（18:40-19:40）

SPARK SPEAKER
（20:00-21:00）
SPARK SPEAKER

（20:00-21:00）

フェッティーズ
（21:15-22:15）

フェッティーズ
（21:15-22:15）

Aphrodite
（13:05-14:05）

Aphrodite
（13:05-14:05）

AIBECK
（14:25-15:25）

AIBECK
（14:25-15:25）

我儘ラキア
（15:40-16:40）

我儘ラキア
（15:40-16:40）

WILL-O'
（17:00-18:00）

WILL-O'
（17:00-18:00）

おやすみホログラム
（18:15-19:15）
おやすみホログラム

（18:15-19:15）

DESURABBITS
（18:40-19:40）
DESURABBITS

（18:40-19:40）

トキヲイキル
（20:55-21:55）

トキヲイキル
（20:55-21:55）

tiptoe.
（13:40-14:40）

tiptoe.
（13:40-14:40）

とちおとめ 25
（15:30-16:30）

とちおとめ 25
（15:30-16:30）

ZOMBIE POWDER
（16:40-17:40）
ZOMBIE POWDER
（16:40-17:40）

amiinA
（17:50-18:50）

amiinA
（17:50-18:50）

フィロソフィーのダンス
（19:15-20:15）
フィロソフィーのダンス

（19:15-20:15）

CY8ER
（20:30-21:30）

CY8ER
（20:30-21:30）

ナナランド
（12:05-13:05）

ナナランド
（12:05-13:05）

アキシブ project
（13:15-14:15）
アキシブ project

（13:15-14:15）

眉村ちあき
（15:10-16:10）

眉村ちあき
（15:10-16:10）

桜エビ～ず
（16:20-17:20）

桜エビ～ず
（16:20-17:20）

Maison book girl
（17:30-18:30）
Maison book girl

（17:30-18:30）

EMPiRE
（18:40-19:40）

EMPiRE
（18:40-19:40）

ヤなことそっとミュート
（20:00-21:00）
ヤなことそっとミュート

（20:00-21:00）

2o Love to Sweet Bullet
（21:10-22:00）

2o Love to Sweet Bullet
（21:10-22:00）

J
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