
NGT48 4thシングル「タイトル未定」発売記念 個別握手会

Team NⅢ 荻野 由佳 第1部 荻野 由佳 第1部 荻野 由佳 第1部 荻野 由佳 第1部 荻野 由佳 第1部
荻野 由佳 第2部 荻野 由佳 第2部 荻野 由佳 第2部 荻野 由佳 第2部 荻野 由佳 第2部
荻野 由佳 第3部 荻野 由佳 第3部 荻野 由佳 第3部 荻野 由佳 第3部 荻野 由佳 第3部
荻野 由佳 第4部 荻野 由佳 第4部 荻野 由佳 第4部 荻野 由佳 第4部 荻野 由佳 第4部

荻野 由佳 第5部 荻野 由佳 第5部 荻野 由佳 第5部
加藤 美南 第1部 加藤 美南 第1部
加藤 美南 第2部 加藤 美南 第1部 加藤 美南 第2部 加藤 美南 第1部 加藤 美南 第2部

加藤 美南 第2部 加藤 美南 第2部 加藤 美南 第3部
佐藤 杏樹 第3部 加藤 美南 第3部 佐藤 杏樹 第2部 加藤 美南 第3部 加藤 美南 第4部

加藤 美南 第4部 加藤 美南 第4部 加藤 美南 第5部
清司 麗菜 第1部 清司 麗菜 第1部

佐藤 杏樹 第4部 佐藤 杏樹 第2部 柏木 由紀 第1部
高倉 萌香 第3部 佐藤 杏樹 第5部 高倉 萌香 第1部 柏木 由紀 第2部
高倉 萌香 第4部 高倉 萌香 第2部 清司 麗菜 第4部 柏木 由紀 第3部

清司 麗菜 第1部 柏木 由紀 第4部
太野 彩香 第3部 清司 麗菜 第2部 太野 彩香 第2部 高倉 萌香 第3部 柏木 由紀 第5部
太野 彩香 第4部 高倉 萌香 第4部

高倉 萌香 第1部 西潟 茉莉奈 第1部 高倉 萌香 第5部 佐藤 杏樹 第5部
西潟 茉莉奈 第1部 高倉 萌香 第2部 西潟 茉莉奈 第2部
西潟 茉莉奈 第2部 高倉 萌香 第3部 西潟 茉莉奈 第3部 太野 彩香 第5部 清司 麗菜 第3部
西潟 茉莉奈 第3部 西潟 茉莉奈 第4部
西潟 茉莉奈 第4部 太野 彩香 第1部 西潟 茉莉奈 第1部 高倉 萌香 第1部

太野 彩香 第2部 西村 菜那子 第3部 西潟 茉莉奈 第2部 高倉 萌香 第2部
西村 菜那子 第2部 西潟 茉莉奈 第3部 高倉 萌香 第3部

西潟 茉莉奈 第1部 山田 野絵 第3部 西潟 茉莉奈 第4部
山田 野絵 第2部 西潟 茉莉奈 第2部 西潟 茉莉奈 第5部 太野 彩香 第4部

西潟 茉莉奈 第3部
西潟 茉莉奈 第4部 西村 菜那子 第4部 西潟 茉莉奈 第1部
西潟 茉莉奈 第5部 西村 菜那子 第5部 西潟 茉莉奈 第2部

西潟 茉莉奈 第3部
西村 菜那子 第4部 山田 野絵 第5部 西潟 茉莉奈 第4部
西村 菜那子 第5部 西潟 茉莉奈 第5部

山田 野絵 第1部 西村 菜那子 第1部
山田 野絵 第2部 西村 菜那子 第2部

山田 野絵 第3部

Team G 小熊 倫実 第1部 小熊 倫実 第1部 小熊 倫実 第1部 小熊 倫実 第3部 小熊 倫実 第1部
小熊 倫実 第2部 小熊 倫実 第2部 小熊 倫実 第2部 小熊 倫実 第4部 小熊 倫実 第2部

小熊 倫実 第3部 小熊 倫実 第5部 小熊 倫実 第3部
角 ゆりあ 第1部 角 ゆりあ 第3部

角 ゆりあ 第3部 角 ゆりあ 第4部 角 ゆりあ 第4部
日下部 愛菜 第2部 日下部 愛菜 第3部

日下部 愛菜 第4部 日下部 愛菜 第5部 日下部 愛菜 第2部
菅原 りこ 第4部 日下部 愛菜 第5部 菅原 りこ 第1部

菅原 りこ 第3部 菅原 りこ 第1部
中井 りか 第1部 菅原 りこ 第1部 中井 りか 第3部
中井 りか 第2部 菅原 りこ 第2部 中井 りか 第4部 中井 りか 第1部 中井 りか 第3部

中井 りか 第2部 中井 りか 第4部
中村 歩加 第1部 中井 りか 第3部 中村 歩加 第1部 中井 りか 第3部 中井 りか 第5部
中村 歩加 第2部 中井 りか 第4部 中村 歩加 第2部

中井 りか 第5部 中村 歩加 第1部 中村 歩加 第4部
奈良 未遥 第3部 奈良 未遥 第3部 中村 歩加 第2部 中村 歩加 第5部
奈良 未遥 第4部 中村 歩加 第3部 奈良 未遥 第4部

中村 歩加 第4部 奈良 未遥 第1部 奈良 未遥 第4部
長谷川 玲奈 第3部 中村 歩加 第5部 長谷川 玲奈 第1部 奈良 未遥 第2部 奈良 未遥 第5部

本間 日陽 第1部 奈良 未遥 第1部 本間 日陽 第1部 長谷川 玲奈 第1部 長谷川 玲奈 第4部
本間 日陽 第2部 奈良 未遥 第2部 本間 日陽 第2部 長谷川 玲奈 第2部 長谷川 玲奈 第5部
本間 日陽 第3部 奈良 未遥 第3部 本間 日陽 第3部
本間 日陽 第4部 本間 日陽 第4部 本間 日陽 第1部 本間 日陽 第1部

長谷川 玲奈 第1部 本間 日陽 第2部 本間 日陽 第2部
村雲 颯香 第1部 長谷川 玲奈 第2部 村雲 颯香 第2部 本間 日陽 第3部 本間 日陽 第3部

本間 日陽 第4部 本間 日陽 第4部
山口 真帆 第3部 本間 日陽 第1部 山口 真帆 第3部 本間 日陽 第5部 本間 日陽 第5部
山口 真帆 第4部 本間 日陽 第2部 山口 真帆 第4部

本間 日陽 第3部 村雲 颯香 第4部 村雲 颯香 第3部
本間 日陽 第4部
本間 日陽 第5部 山口 真帆 第3部 山口 真帆 第1部

山口 真帆 第4部 山口 真帆 第2部
村雲 颯香 第2部 山口 真帆 第5部 山口 真帆 第3部

山口 真帆 第1部
山口 真帆 第2部
山口 真帆 第3部
山口 真帆 第4部

ドラフト研究生 安藤 千伽奈 第3部 安藤 千伽奈 第4部 安藤 千伽奈 第1部 安藤 千伽奈 第4部 安藤 千伽奈 第5部

佐藤 海里 第4部 佐藤 海里 第3部 佐藤 海里 第3部 佐藤 海里 第2部 佐藤 海里 第1部

高橋 七実 第1部 高橋 七実 第4部 高橋 七実 第2部 高橋 七実 第2部 高橋 七実 第2部

對馬 優菜子 第2部 對馬 優菜子 第5部 對馬 優菜子 第2部 對馬 優菜子 第3部 對馬 優菜子 第4部

藤崎 未夢 第3部 藤崎 未夢 第4部 藤崎 未夢 第1部 藤崎 未夢 第5部 藤崎 未夢 第4部

研究生 大塚 七海 第4部 大塚 七海 第3部 大塚 七海 第3部 大塚 七海 第2部 大塚 七海 第5部

小越 春花 第1部 小越 春花 第4部 小越 春花 第1部 小越 春花 第3部 小越 春花 第4部

川越 紗彩 第2部 川越 紗彩 第1部 川越 紗彩 第2部 川越 紗彩 第4部 川越 紗彩 第2部

小見山 沙空 第3部 小見山 沙空 第2部 小見山 沙空 第3部 小見山 沙空 第1部 小見山 沙空 第3部

曽我部 優芽 第4部 曽我部 優芽 第3部 曽我部 優芽 第1部 曽我部 優芽 第1部 曽我部 優芽 第2部

高沢 朋花 第1部 高沢 朋花 第3部 高沢 朋花 第3部 高沢 朋花 第2部 高沢 朋花 第3部

寺田 陽菜 第2部 寺田 陽菜 第5部 寺田 陽菜 第2部 寺田 陽菜 第3部 寺田 陽菜 第4部

富永 夢有 第4部 富永 夢有 第1部 富永 夢有 第2部 富永 夢有 第4部 富永 夢有 第5部

羽切 瑠菜 第3部 羽切 瑠菜 第2部 羽切 瑠菜 第3部 羽切 瑠菜 第1部 羽切 瑠菜 第2部

古澤　愛 第4部 古澤　愛 第3部 古澤　愛 第1部 古澤　愛 第1部 古澤　愛 第3部

古舘 葵 第3部 古舘 葵 第5部 古舘 葵 第3部 古舘 葵 第2部 古舘 葵 第2部

真下 華穂 第2部 真下 華穂 第4部 真下 華穂 第2部 真下 華穂 第4部 真下 華穂 第1部

三村 妃乃 第1部 三村 妃乃 第4部 三村 妃乃 第1部 三村 妃乃 第3部 三村 妃乃 第3部

諸橋 姫向 第2部 諸橋 姫向 第3部 諸橋 姫向 第3部 諸橋 姫向 第3部 諸橋 姫向 第1部

山崎 美里衣 第3部 山崎 美里衣 第5部 山崎 美里衣 第1部 山崎 美里衣 第3部 山崎 美里衣 第4部

渡邉 歩咲 第4部 渡邉 歩咲 第1部 渡邉 歩咲 第2部 渡邉 歩咲 第2部 渡邉 歩咲 第2部

2018年9月30日（日）
関西会場：京都パルスプラザ

2018年10月8日（月・祝）
新潟会場：アオーレ長岡

2018年10月28日（日）
東海会場：ポートメッセなごや

2018年11月4日（日）
関東会場：幕張メッセ

2018年12月22日（土）
関東会場：東京流通センター


	HP掲載用レーン構成

