
作詞 作曲 ガチンコ楽器 備考

Ｍ１ 僕が あんにゅ あんにゅ

Ｍ２ 君の夢は僕の夢 雨宮かのん コアラモード.

Ｍ３ 夢 鈴木萌花 太田雄大

Ｍ４ 未来の空の下で 太田雄大 太田雄大

Ｍ５ 青春が勿体ない 雨宮かのん 高橋研

Ｍ６ 扉の向こう 栗本柚希 太田雄大

Ｍ７ ヒロイン 雨宮かのん 恩田快人

Ｍ８ Sigh of love 雨宮かのん 武部聡志

Ｍ９ Graduate 〜それぞれの道へ〜 愛来 宇宙まお

Ｍ10 繋ぐ未来に 太田雄大 太田雄大

Ｍ11 オンナのコ 栗本柚希 坂口喜咲 栗かのん(Ag) ★新曲

Ｍ12 明日には 雨宮かのん 榊いずみ 栗かのん(Ag)

Ｍ13 失格 (橘いずみ) 橘いずみ 橘いずみ 栗本柚希(Ag)

Ｍ１4 Chandelier (シーア)

Ｍ１5 snow poppins 宇宙まお 宇宙まお

Ｍ16 恋をしてね 鈴木萌花 宇宙まお

Ｍ17 ギターリフ 栗本柚希 宇宙まお

Ｍ18 大好き 君が 栗本柚希 宗本康兵

Ｍ19 My sweet box
鈴木萌花
川嶋あい

宗本康兵

Ｍ20 顔晴ろう 鈴木萌花 あんにゅ 栗もえか(Ag)

Ｍ21 弱い虫 栗本柚希 あんにゅ

Ｍ22 獏の夢 栗本柚希 山田宣人

Ｍ23 黒い炎 (Chase) 栗もえか(Ag)

Ｍ24 終わらない夏空 栗本柚希 栗本柚希 栗もえか(Ag) ★新曲

Ｍ25 ワスレナグサ 栗本柚希 栗本柚希 栗本柚希(Ag) ★新曲

EC１ シーソー 栗本柚希 増村エミコ

EC２ 明日の幸せ 鈴木萌花 Anly 栗もえか/愛来(Ag)

EC３ 夕月夜 雨宮かのん 太田雄大 ★新曲

EC４ 扉の向こう 栗本柚希 太田雄大

EC５ ガチンコ３のテーマ(栗入り) 愛来 桜井秀俊

EC６ 晴れるかな 栗本柚希 藤岡麻美

栗もえか×videobrother horns

videobrother horns OUT 〜 栗もえか トーク

栗もえか

栗もえか トーク

栗本柚希

栗本柚希 (萌花 ON STAGE)

11月13日（火） ガチンコ３コンサート「ガチンコ４の６」
栗もえか さよならコンサート

19時00分        曲中 小幡〜BAND IN / 曲終わり暗転 〜 ガチンコ３入れ替わり

あんにゅ

栗もえか×videobrother hornsトーク

栗もえか×川嶋あい×宗本康兵

栗もえか×川嶋あい/宗本康兵.トーク 〜 あんにゅ IN

栗もえか×コアラモード.

栗もえか×コアラモード.
×videobrother horns

栗もえか(Ag)

曲
繋
が
り

栗もえか×コアラモード.トーク 〜 videobrother horns IN

18時55分

栗本柚希×桐嶋ノドカ

栗本柚希×桐嶋ノドカ トーク 〜 宇宙まお with あいらもえか  IN

宇宙まお with あいらもえか

栗もえか×宗本康兵 曲
繋
が
り

宇宙まお with あいらもえか トーク 〜 栗本柚希 IN

ガチンコ３コンサート「ガチンコ４の６」へようこそ！

ガチンコ３

栗かのん×坂口喜咲(Ag)

ガチンコ３ × 坂口喜咲トーク

曲
繋
が
り

曲
繋
が
り

曲
繋
が
り

栗かのん

OPトーク

暗転/榊いずみ OUT 〜 桐嶋ノドカ  IN

栗もえか×宇宙まお(Ag) 栗もえか(Ag)

曲
繋
が
り

栗もえか×宇宙まお.トーク  〜 宗本康兵 IN

ガチンコ３

ガチンコ３

栗かのん× 榊いずみトーク

栗かのん×榊いずみ(Ag)

栗本柚希×榊いずみ(Ag)

曲
繋
が
り

栗本柚希

栗本柚希 一言 〜 OUT

曲
繋
が
り

お見送り無し

曲
繋
が
り

ガチンコ３×ALL

ガチンコ３(栗入り) 後のあいさつ 〜 OUT 〜 栗本柚希 後のあいさつ

栗もえか (愛来入り)

かのん IN  〜 ガチンコ３トーク

ガチンコ３

ガチンコ３ １人ずつ ごあいさつ 〜 太田雄大 IN

ガチンコ３×太田雄大

再訂	


