
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ａｍ１０：３０ 開演  

＊ 来年用のポスター等に使用したいため、上がれる方は、全員で舞台にお願いします＊      

 

Ａｍ１１：００ スタート 

＊ 各ハラウ等の先生、代表者の紹介（舞台にお願いします。各自一言。） 

 

   ＜ 曲 名 ＞                   ＜ ハラウ 名  クラス名 ＞ 

Am１１：１５ 

１・  イロトイト タウアハーハエ        フラ ナニモアナ 

２・  へウイ                  レイナニホオカヒ プアマカマエ・ ポーマイカイ 

３・  レイオラー                フラグループ ロケラニ・ロケラニ Class 

４・  プアマナ                 フラ教室 ミノアカ・ミノアカ Class 

５・  ドゥザフラ                フラ ナニモアナ・プルメリア、ピカケ Class 

６・  アイアラオペレイハワイ          フラ ナニモアナ・リリーClass 

７・  マイロヒロヒ マイオエ          フラ ナニモアナ・ジンジャーClass 

８・  エオーマイ                尾田蒔公民館フラダンスクラブ 

９・  ルマハイ                 レイナニホオカヒ プアマカマエ・プルメリア長瀞 

１０・ アロハノカラカウア            セイコレフアビューティ・高篠公民館マカリカ Class 

１１・ イクア                  フラ ナニモアナ・ピカケ Class 

１２・ ケアヌオ ワイメア            吉田公民館・カトレア Class A 

 

Pm１２：１５ 

１３・ ハナレイムーン              フラアロヒ・ホアロハ皆野 

１４・ カーナアレ                フラアロヒ・レアレアフラ皆野 

１５・ アロハエコモマイ             フラ ナニモアナ・ハイビスカス Class 

１６・ カハラオプナ               久那公民館 

１７・ トティノエ                フラ ナニモアナ・アンスリウム Class 

＜ハワイアンバンド・トロピカルラテンコンボによる 生バンド＞ 

生＊１８・グッバイホノルル            フラグループ ロケラニ・ロケラニ Class 

生＊１９・アロハオエ               吉田公民館・カトレア Class A、B  

生＊２０・花は咲く                尾田蒔公民館フラダンスクラブ・小谷野さん            

生＊２１・生バンド演奏       

生＊２２・生バンド演奏 

２３・ モアナと海の伝説 

ウィーノー ザ ウエィ         フラ ナニモアナ・アンスリウム Class 

２４・ モアナと海の伝説 

エフェノ アイアウ           フラ ナニモアナ・ティアレ、ツバロゼ Class 

 

 

  

  



 

Pm１：１５ 

２５・ マリエズソング        レイナニホオカヒ プアマカマエ・秩父中央公民館フラダンスクラブ  

２６・ エ フリマコウ              フラグループ ロケラニ・リトルロケラニ Class 

２７・ ラタヌトゥフェヌア            吉田公民館・カトレア Class B 

２８・ 真夏の果実                尾田蒔公民館フラダンスクラブ 

２９・ パパリナラヒラヒ             フラ ナニモアナ・リリーClass 

３０・ ロゼラー ブロッサムズ          カピリナフラ愛好会 

３１・ ケアロハ                 フラ ナニモアナ・ジンジャーClass 

３２・ エアロハエ                フラ ナニモアナ・ピカケ Class       

３３・ ラブリー フラ ハンズ          フラグループロケラニ・スウィートロケラニ Class 

３４・ ワイピオ パーエアエア          レイナニホオカヒ プアマカマエ・ポーマイカイ  

３５・ プアリリレフア              吉田公民館・カトレア Class A 

３６・ アロハノ タヒチ             フラ ナニモアナ・ハイビスカス＆タヒチ Class  

 

Pm２：１５ 

３７・ カネオヘ                 フラ教室ミノアカ・ミノアカ Class 

３８・ オハイアリーカルヘア           セイコレフアビューティ高篠公民館・マカリカ Class 

３９・ プアラハオレ               フラ ナニモアナ・ジンジャーClass       

＜ハワイアンバンド・トロピカルラテンコンボによる 生バンド＞ 

生＊４０・ 涙そうそう              フラ ナニモアナ・リリーClass 

生＊４１・ ハナミズキ              フラ ナニモアナ・プルメリア Class 

生＊４２・ 生演奏                 

生＊４３・ 生演奏                 

４４・ カマラニ オ ケアウカハ         フラグループロケラニ・ロケラニ Class 

４５・ マイレスウィング             フラ ナニモアナ・ハイビスカス、ジンジャーClass 

４６・ ホオイポイカ マラナイ          レイナニホオカヒ プアマカマエ・ポーマイカイ      

４７・ モトゥウタ                フラ ナニモアナ・ティアレ、ツバロゼ Class                     

４８・ マプアナ                 レイナニホオカヒ プアマカマエ・プルメリア長瀞 

 

Pm３：１５ 

４９・ カナニアオカウ              吉田公民館カトレア Class B 

５０・ プアカーネーション            フラアロヒ・レアレアフラ皆野 

５１・ ハーフラ                 フラアロヒ・ホアロハ皆野 

５２・ クーレイマイレ              フラ ナニモアナ・リリーClass 

５３・ ハワイ クウオネ ハーナウ        フラスタジオ カヴェリナ ハワイ 

５４・ エオマイ                 久那公民館フラダンスクラブ 

５５・ ヘメレアロハノプナ            フラ ナニモアナ・プルメリア Class            

 

 

  

  



 

５６・ レイクラナ アーリー           

５７・ カハラオプナ               

５８・ レイオラー                

５９・ クーレオ アロハ             

６０・ ポリアフ                 

 

Pm４：１５ 

６１・ クーレイマイレ              

６２・ アイアイオラア クーアロハ        

６３・ マウナレオ                

６４・ ヘレイマカナ               

                                   

♪ ハワイアンバンド・トロピカル

生＊６５・ フラガール虹を    

（ 全員でフィナーレとして、

お願いします。皆さんは、その場で

       

＊ 最後に皆さん舞台に上がれる方は、全員で写真撮影をしますのでよろしくお願いします。

 

        ＝ ＥＮＤ ＝ 

 

＊  お着替え、お片づけを各自で行って頂き

 ゴミ等は、各自でお持ち帰りください。

 楽しいイベントが出来ますように努力致しますので、至らない点が多々あるかと思いますが

 ご協力をお願い致します。 

 

 お帰りの際は気をつけてお帰り下さい。

           

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また来年も、３回目がまた少し向上して楽しく行えますように♡

           フラ ナニモアナ・ジンジャー

            尾田蒔公民館フラダンスクラブ

                フラグループロケラニ・スウィートロケラニ

             フラスタジオ カヴェリナ 

                 ミノアカ・栗原先生  

              セイコレフアビューティ高篠公民館・マカリカ

        フラナニモアナ お礼の踊り

                フラ ナニモアナ 全員 

               レイナニホオカヒ プアマカマエ

                                   オヒアレフア

ハワイアンバンド・トロピカルラテンコンボ  入場 

全員でフィナーレとして、生バントのよる演奏で、虹を踊りますので、先生また代表の方舞台

ます。皆さんは、その場で踊ってもらい楽しんで下さいネ！

最後に皆さん舞台に上がれる方は、全員で写真撮影をしますのでよろしくお願いします。

お着替え、お片づけを各自で行って頂き Ｐｍ５：３０には、完全撤収になります。

ゴミ等は、各自でお持ち帰りください。 

楽しいイベントが出来ますように努力致しますので、至らない点が多々あるかと思いますが

お帰りの際は気をつけてお帰り下さい。        

                                              

 
 

 

    

また来年も、３回目がまた少し向上して楽しく行えますように♡

マハロ 

ナニモアナ・ジンジャーClass 

フラダンスクラブ 

フラグループロケラニ・スウィートロケラニ Class 

 ハワイ 

セイコレフアビューティ高篠公民館・マカリカ Class 

お礼の踊り 豊田 

プアマカマエ 

オヒアレフア マカノエ 

 ♪ 

踊りますので、先生また代表の方舞台へ

ネ！ ）         

最後に皆さん舞台に上がれる方は、全員で写真撮影をしますのでよろしくお願いします。  

撤収になります。 

楽しいイベントが出来ますように努力致しますので、至らない点が多々あるかと思いますが 

 

 

 

また来年も、３回目がまた少し向上して楽しく行えますように♡ 

 (*^^)v 


