
TITLE ももクロ エビ中 しゃち たこ ばってん

M０ 嘉門タツオ ももいろ替え歌メドレー

M１ ガチンコ３×嘉門タツオ １人じゃ （ガチンコ３）

M２ ガチンコ３×奥華子 わたし髪を切ったの （ガチンコ３）

M３ ガチンコ３ Sigh of love （ガチンコ３）

M１ 青春が勿体ない （ガチンコ３）

M２ 絶対彼女 （大森靖子）

Ｍ３ draw（A）drow （大森靖子）

Ｍ４ IDOL SONG （大森靖子） あーりん 美玲 さく

Ｍ５ 抱きしめてアンセム（チームしゃちほこ） 全員 さく 全員

Ｍ６ おっしょい！（ばってん少女隊） 全員 さく 全員

Ｍ７ 大空と大地の中で （松山千春） 莉子 菜緒 まいまい 星野（中）

Ｍ８ 奏（かなで） （スキマスイッチ） 杏果
安本

ぁぃぁぃ
ハル れんれん

M９ かなこちゃんず イマジネーション （ももいろクローバーＺ） 夏菜子 ハル
れんれん
さきてぃ

希山
上田
西垣

M１０ しおりんず …愛ですか？ （玉井詩織） 詩織（Ag）
千由李（Ag）

帆華（ピアニカ）

Ｍ１１ れにちゃんず 『３文字』の宝物 （高城れに） れに 真山 柚姫 まいまい

M１２ ももかーず 教育 （有安杏果with在日ファンク） 杏果 菜緒 くー

Ｍ１３ ぁぃぁぃとぁーりんと行く日本全国鉄道の旅（廣田あいか） あーりん ぁぃぁぃ

Ｍ１４ だってぁぃぁぃとあーりんなんだもーん☆（佐々木彩夏） あーりん ぁぃぁぃ

Ｍ１５ Puzzle （てんかすトリオ） 杏果 ひなた 千由李

Ｍ１６ 永遠のトリニティー（三位一体） （てんかすトリオ） 杏果 ひなた 千由李

Ｍ１７ ガーネット （奥華子） 夏菜子 帆華

Ｍ１８ 紅の詩 （私立恵比寿中学） 夏菜子 ひなた 帆華

Ｍ１９ Over Drive （JUDY AND MARY） 夏菜子 ひなた 帆華

Ｍ２０ 六甲たこおろし （たこやきレインボー） 詩織 歌穂 千由李 さきてぃ

Ｍ２１ 残酷な天使のテーゼ （高橋洋子） れに 真山 柚姫 くー

Ｍ２２ まねー!!マネー!?Ｍoney!! （たこやきレインボー） 全員

Ｍ２３ レースのカーテンを揺らした （チームしゃちほこ） 全員

Ｍ２４ YELL （私立恵比寿中学） 全員

Ｍ２５ BLAST! （ももいろクローバーＺ） 全員

Ｍ２６ RAINBOW～私は私やねんから～（たこやきレインボー） 全員

Ｍ２７ colors （チームしゃちほこ） 全員

Ｍ２８ なないろ （私立恵比寿中学） 全員

Ｍ２９ モノクロデッサン （ももいろクローバーＺ） 全員

Ｍ３０ ナナイロダンス （たこやきレインボー） 全員 全員

Ｍ３１ マジ感謝 （チームしゃちほこ） 全員 全員

Ｍ３２ サドンデス （私立恵比寿中学） 全員 全員 全員 全員

Ｍ３３ 走れ！ （ももいろクローバーＺ） 全員 全員 全員 全員

Ｍ３４ SWEAT＆TEARS （THE ALFEE） 全員 全員 全員 全員

EC１ 少女人形 （伊藤つかさ） 詩織

EC２ なごり雪 （かぐや姫） 杏果

EC３ 襟裳岬 （よしだたくろう） れに

EC４ 秋桜 （山口百恵） あーりん

EC５ キミノアト （ももいろクローバーＺ） 夏菜子

EC６ 好きになって、よかった （加藤いづみ）

EC７ 老人の詩 （よしだたくろう） 全員

EC８

ダウンタウンももクロバンド ※青春の詩　替え歌

坂崎幸之助

高校生以上全員

あーりん×坂崎幸之助

詩織×坂崎幸之助

杏果×坂崎幸之助
※２０１６年４月フォーク村キー

杏果（Ag）

れに×坂崎幸之助

たこやきレインボー

奥華子（key）のみ

夏菜子×坂崎幸之助

加藤いづみ×坂崎幸之助

22:00:00

ももいろクローバーＺ 詩織（ハープ）

たこやきレインボー ばってん少女・ガチンコ３（高校生以上）

チームしゃちほこ ばってん少女・ガチンコ３（高校生以上）

ALL
※途中から高校生以上全員

ばってん少女・ガチンコ３（高校生以上）

ALL
高校生以上全員

チームしゃちほこ

私立恵比寿中学

チームしゃちほこ

私立恵比寿中学

ももいろクローバーＺ

イエローサミット６ あんにゅ・千秋

Team紫しぶき×高橋洋子 高橋洋子

たこやきレインボー

てんかすトリオ

チームオレンジアカレンジャイ
×TAKUYA

TAKUYA

TAKUYA

チームアカレンジャイ×奥華子 奥華子（key）のみ

チームいつつば

新
作
ユ
ニ
ッ
ト

かのん・愛来（中）

栗本（Ag）

萌花

ぁぃぁぃとあーりん

チームしゃちほこ×彩木咲良
×ばってん少女隊

チームしゃちほこ×彩木咲良
×ばってん少女隊

チーム青大将 ※フォーク村半音上げ

チームわたあめ×大森靖子 大森靖子

８月１４日（月）　坂崎幸之助のももいろフォーク村ちょいデラックス 第75夜 特別篇
「GIRLS'FOLKTORY 17」

ARTIST その他

開演前

　OA開始（19:00:00）

ガチンコ３ ガチンコ３

嘉門タツオ

ガチンコ３×大森靖子 ガチンコ３・大森靖子

大森靖子×ガチンコ３ ガチンコ３・大森靖子

OP MC/理事長開会宣言

嘉門タツオ

［０８１４ver］決


