
メンバー

石田千穂 1

石田みなみ 2 石田みなみ 一時間目 ★ 石田みなみ 二時間目 ★ 石田みなみ 三時間目 【2S】 石田みなみ 五時間目 石田みなみ 六時間目 ★ 石田みなみ 七時間目 ★

今村美月 3 今村美月 一時間目 ★ 今村美月 二時間目 ★ 今村美月 三時間目 ★ 今村美月 五時間目 ★ 今村美月 六時間目 ★ 今村美月 七時間目 【2S】 今村美月 八時間目

岩田陽菜 4 岩田陽菜 一時間目 【2S】 岩田陽菜 二時間目 ★ 岩田陽菜 三時間目 ★ 岩田陽菜 五時間目 ★ 岩田陽菜 六時間目 ★ 岩田陽菜 七時間目 ★ 岩田陽菜 八時間目 ★ 岩田陽菜 九時間目 ★ 岩田陽菜 十時間目

大谷満理奈 5 大谷満理奈 四時間目 ★ 大谷満理奈 五時間目 ★ 大谷満理奈 六時間目 ★ 大谷満理奈 八時間目 ★ 大谷満理奈 九時間目 ★

沖侑果 6 沖侑果 二時間目 ★ 沖侑果 三時間目 ★ 沖侑果 四時間目 【2S】 沖侑果 六時間目 沖侑果 七時間目 ★ 沖侑果 八時間目 ★ 沖侑果 九時間目 ★

甲斐心愛 7 甲斐心愛 三時間目 ★ 甲斐心愛 四時間目 ★ 甲斐心愛 六時間目 ★ 甲斐心愛 七時間目 ★ 甲斐心愛 八時間目 【2S】 甲斐心愛 九時間目 甲斐心愛 十時間目

門脇実優菜 8 門脇実優菜 一時間目 ★ 門脇実優菜 二時間目 ★ 門脇実優菜 三時間目 ★ 門脇実優菜 五時間目 ★ 門脇実優菜 六時間目 ★ 門脇実優菜 七時間目 門脇実優菜 八時間目 【2S】

榊美優 9 榊美優 八時間目 ★ 榊美優 九時間目 ★

信濃宙花 10 信濃宙花 七時間目 【2S】 信濃宙花 八時間目 ★ 信濃宙花 九時間目 ★ 信濃宙花 十時間目

瀧野由美子 11 瀧野由美子 一時間目 ★ 瀧野由美子 二時間目 ★ 瀧野由美子 三時間目 ★ 瀧野由美子 五時間目 瀧野由美子 六時間目 瀧野由美子 七時間目 【2S】 瀧野由美子 八時間目 ★ 瀧野由美子 九時間目 瀧野由美子 十時間目

谷口茉妃菜 12 谷口茉妃菜 二時間目 ★ 谷口茉妃菜 三時間目 ★

中村舞 13 中村舞 二時間目 ★ 中村舞 三時間目 ★ 中村舞 四時間目 ★ 中村舞 六時間目 ★ 中村舞 七時間目 ★ 中村舞 八時間目 中村舞 九時間目 【2S】

兵頭葵 14 兵頭葵 四時間目 ★ 兵頭葵 五時間目 ★

福田朱里 15 福田朱里 二時間目 ★ 福田朱里 三時間目 ★ 福田朱里 四時間目 ★ 福田朱里 六時間目 ★ 福田朱里 七時間目 ★ 福田朱里 八時間目 福田朱里 九時間目 【2S】

峯吉愛梨沙 16 峯吉愛梨沙 一時間目 ★ 峯吉愛梨沙 二時間目 【2S】 峯吉愛梨沙 三時間目 ★ 峯吉愛梨沙 四時間目

森下舞羽 17 森下舞羽 八時間目 森下舞羽 九時間目 森下舞羽 十時間目 【2S】

矢野帆夏 18 矢野帆夏 五時間目 ★ 矢野帆夏 六時間目 ★ 矢野帆夏 八時間目 ★ 矢野帆夏 九時間目 ★ 矢野帆夏 十時間目 ★

薮下楓 19 薮下楓 一時間目 薮下楓 二時間目 薮下楓 三時間目 薮下楓 四時間目 【2S】 薮下楓 六時間目 薮下楓 七時間目 ★ 薮下楓 八時間目 薮下楓 九時間目 薮下楓 十時間目

池田裕楽 20 池田裕楽 四時間目 ★ 池田裕楽 六時間目

今泉美利愛 21 今泉美利愛 一時間目 ★ 今泉美利愛 二時間目 ★

内海里音 22 内海里音 一時間目 ★ 内海里音 二時間目 ★ 内海里音 四時間目 ★

尾崎世里花 23 尾崎世里花 四時間目 ★ 尾崎世里花 六時間目 ★ 尾崎世里花 七時間目 ★

川又あん奈 24 川又あん奈 五時間目 ★ 川又あん奈 七時間目

川又優菜 25 川又優菜 一時間目 ★ 川又優菜 三時間目 ★

工藤理子 26 工藤理子 七時間目 工藤理子 八時間目 ★ 工藤理子 十時間目

小島愛子 27 小島愛子 四時間目 ★ 小島愛子 五時間目 ★ 小島愛子 七時間目 ★

迫姫華 28 迫姫華 二時間目 ★ 迫姫華 三時間目 ★

清水紗良 29 清水紗良 七時間目 【2S】 清水紗良 八時間目 清水紗良 九時間目

鈴木彩夏 30 鈴木彩夏 四時間目 ★ 鈴木彩夏 五時間目 鈴木彩夏 六時間目 【2S】

高雄さやか 31 高雄さやか 四時間目 高雄さやか 五時間目 高雄さやか 六時間目 【2S】 高雄さやか 八時間目 ★ 高雄さやか 九時間目 ★ 高雄さやか 十時間目

田口玲佳 32 田口玲佳 一時間目 ★ 田口玲佳 二時間目 ★ 田口玲佳 三時間目 ★

田中美帆 33 田中美帆 九時間目 ★ 田中美帆 十時間目 ★

田村菜月 34 田村菜月 九時間目 ★ 田村菜月 十時間目 ★

中廣弥生 35 中廣弥生 二時間目 ★ 中廣弥生 三時間目 ★

原田清花 36 原田清花 一時間目 【2S】 原田清花 二時間目 原田清花 三時間目 原田清花 五時間目 原田清花 六時間目 ★ 原田清花 七時間目 原田清花 八時間目 ※振替

南有梨菜 37 南有梨菜 九時間目 ★ 南有梨菜 十時間目 ★

宗雪里香 38 宗雪里香 六時間目 ★ 宗雪里香 七時間目 ★

吉崎凜子 39 吉崎凜子 七時間目 ★ 吉崎凜子 八時間目 ★ 吉崎凜子 九時間目 【2S】 吉崎凜子 十時間目

吉田彩良 40 吉田彩良 一時間目 ★ 吉田彩良 三時間目 ★ 吉田彩良 四時間目 ★

立仙百佳 41 立仙百佳 七時間目 ★ 立仙百佳 八時間目 ★ 立仙百佳 九時間目 ★ 立仙百佳 十時間目 【2S】

渡辺菜月 42 渡辺菜月 一時間目 ★ 渡辺菜月 三時間目

★・・・『推し増し』対象枠

※石田千穂は、活動休止中のため、5月5日のお話し会を終日不参加とさせていただきます。

※参加メンバーおよびスケジュールは急遽変更となる場合がございます。あらかじめご了承下さい。

※2/11・2/12・2/13（一～三時間目）原田清花　5thシングル不参加分の振替対応を実施いたします。詳細はこちら

18:20〜19:10
（19:00受付終了）

13:00〜13:50
（13:40受付終了）

14:00〜14:50
（14:40受付終了）

15:00〜15:50
（15:40受付終了）

16:00〜16:50
（16:40受付終了）

17:00〜17:50
（17:40受付終了）

八時間目

※石田千穂は不参加となります

19:20〜20:10
（20:00受付終了）

20:20〜21:10
（21:00受付終了）

2021年5月5日（水祝）STU48 6thシングル「独り言で語るくらいなら」劇場盤発売記念 オンライン個別お話し会

一時間目 二時間目 三時間目 四時間目 五時間目 六時間目 七時間目 九時間目 十時間目

11:00〜11:50
（11:40受付終了）

12:00〜12:50
（12:40受付終了）

https://stu.kingrecords.co.jp/info/000594.html

