
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 八時間目

メンバー 11:00～12:00 12:15～13:15 13:30～14:30 14:45～15:45 16:00～17:00 17:15～18:15 18:30～19：30 19:45～20:45

石田千穂

石田みなみ 石田みなみ 一時間目 石田みなみ 二時間目 石田みなみ 四時間目 石田みなみ 五時間目

今村美月 今村美月 三時間目 今村美月 四時間目 今村美月 六時間目 今村美月 七時間目 今村美月 八時間目

岩田陽菜 岩田陽菜 一時間目 岩田陽菜 二時間目 岩田陽菜 四時間目 岩田陽菜 五時間目 岩田陽菜 七時間目 岩田陽菜 八時間目

大谷満理奈 大谷満理奈 四時間目 大谷満理奈 五時間目 大谷満理奈 七時間目 大谷満理奈 八時間目

沖侑果 沖侑果 一時間目 沖侑果 二時間目 沖侑果 三時間目 沖侑果 五時間目 沖侑果 六時間目

甲斐心愛 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

門脇実優菜 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

榊美優 榊美優 二時間目 榊美優 三時間目

信濃宙花 信濃宙花 七時間目 信濃宙花 八時間目

瀧野由美子 瀧野由美子 一時間目 瀧野由美子 二時間目 瀧野由美子 四時間目 瀧野由美子 五時間目 瀧野由美子 七時間目 瀧野由美子 八時間目

谷口茉妃菜 谷口茉妃菜 五時間目 谷口茉妃菜 六時間目

中村舞 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

兵頭葵 兵頭葵 五時間目 兵頭葵 六時間目

福田朱里 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

峯吉愛梨沙 峯吉愛梨沙 三時間目 峯吉愛梨沙 四時間目

森下舞羽 森下舞羽 一時間目 森下舞羽 二時間目

矢野帆夏 矢野帆夏 四時間目 矢野帆夏 五時間目 矢野帆夏 七時間目 矢野帆夏 八時間目

薮下楓 薮下楓 一時間目 薮下楓 二時間目 薮下楓 四時間目 薮下楓 五時間目 薮下楓 七時間目 薮下楓 八時間目

池田裕楽 池田裕楽 一時間目 池田裕楽 二時間目

今泉美利愛

内海里音 内海里音 一時間目 内海里音 二時間目

尾崎世里花 尾崎世里花 一時間目 尾崎世里花 二時間目

川又あん奈 川又あん奈 二時間目 川又あん奈 三時間目

川又優菜 川又優菜 二時間目 川又優菜 三時間目

工藤理子 工藤理子 六時間目 工藤理子 七時間目

小島愛子 小島愛子 三時間目 小島愛子 四時間目

迫姫華 迫姫華 二時間目 迫姫華 三時間目

清水紗良 清水紗良 三時間目 清水紗良 四時間目

鈴木彩夏 鈴木彩夏 七時間目 鈴木彩夏 八時間目

高雄さやか 高雄さやか 四時間目 高雄さやか 五時間目 高雄さやか 七時間目 高雄さやか 八時間目

田口玲佳 田口玲佳 六時間目 田口玲佳 七時間目

田中美帆 田中美帆 七時間目 田中美帆 八時間目

田村菜月 田村菜月 七時間目 田村菜月 八時間目

中廣弥生 中廣弥生 一時間目 中廣弥生 二時間目

原田清花 原田清花 一時間目 原田清花 二時間目 原田清花 四時間目 原田清花 五時間目 原田清花 七時間目
※4/4 四時間目振替

原田清花 八時間目
※4/4 五時間目振替

南有梨菜 南有梨菜 七時間目 南有梨菜 八時間目

宗雪里香 宗雪里香 七時間目 宗雪里香 八時間目

吉崎凜子 吉崎凜子 三時間目 吉崎凜子 四時間目

吉田彩良 吉田彩良 四時間目 吉田彩良 五時間目

立仙百佳 立仙百佳 一時間目 立仙百佳 二時間目

渡辺菜月 渡辺菜月 五時間目 渡辺菜月 六時間目

※石田千穂は不参加となります

2021年6月5日（土）開催　STU48 6thシングル「独り言で語るくらいなら」劇場盤発売記念　オンラインサイン会

※石田千穂は、活動休止中のため、6月5日のサイン会を終日不参加とさせていただきます。

※6月5日のサイン会にて、2期研究生　原田清花の4月4日（日）不参加分（四時間目・五時間目）の振替配信を実施いたします。詳細はこちら

※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。

※今泉美利愛は不参加となります

※2期研究生　今泉美利愛は、6月5日のサイン会を終日不参加とさせていただきます。詳細はこちら

https://www.showroom-live.com/48_ISHIDA_MINAMI
https://www.showroom-live.com/48_IMAMURA_MITSUKI
https://www.showroom-live.com/48_IWATA_HINA
https://www.showroom-live.com/48_OTANI_MARINA
https://www.showroom-live.com/48_OKI_YUKA
https://www.showroom-live.com/48_KAI_KOKOA
https://www.showroom-live.com/48_KADOWAKI_MIYUNA
https://www.showroom-live.com/48_SAKAKI_MIYU
https://www.showroom-live.com/48_SHINANO_SORAHA
https://www.showroom-live.com/48_TAKINO_YUMIKO
https://www.showroom-live.com/48_TANIGUCHI_MAHINA
https://www.showroom-live.com/48_NAKAMURA_MAI
https://www.showroom-live.com/48_HYODO_AOI
https://www.showroom-live.com/48_FUKUDA_AKARI
https://www.showroom-live.com/48_MINEYOSHI_ARISA
https://www.showroom-live.com/48_MORISHITA_MAIHA
https://www.showroom-live.com/48_YANO_HONOKA
https://www.showroom-live.com/48_YABUSHITA_FU
https://www.showroom-live.com/48_IKEDA_YURA
https://www.showroom-live.com/48_UTSUMI_RINE
https://www.showroom-live.com/48_OSAKI_SERIKA
https://www.showroom-live.com/48_KAWAMATA_ANNA
https://www.showroom-live.com/48_KAWAMATA_YUUNA
https://www.showroom-live.com/48_KUDO_RIKO
https://www.showroom-live.com/48_KOJIMA_AIKO
https://www.showroom-live.com/48_SAKO_HIMEKA
https://www.showroom-live.com/48_SHIMIZU_SARA
https://www.showroom-live.com/48_SUZUKI_AYAKA
https://www.showroom-live.com/48_TAKAO_SAYAKA
https://www.showroom-live.com/48_TAGUCHI_REIKA
https://www.showroom-live.com/48_TANAKA_MIHO
https://www.showroom-live.com/48_TAMURA_NATSUKI
https://www.showroom-live.com/48_NAKAHIRO_YAYOI
https://www.showroom-live.com/48_HARADA_SAYAKA
https://www.showroom-live.com/48_MINAMI_YURINA
https://www.showroom-live.com/48_MUNEYUKI_RIKA
https://www.showroom-live.com/48_YOSHIZAKI_RINKO
https://www.showroom-live.com/48_YOSHIDA_SARA
https://www.showroom-live.com/48_RISSEN_MOMOKA
https://www.showroom-live.com/48_WATANABE_NATSUKI
http://stu.kingrecords.co.jp/info/000619.html
https://stu.kingrecords.co.jp/info/000621.html

