
さるつかい どんぐり兄弟 ソメイヨシノ ハイアンドロウ みわこたに 野犬 天使と悪魔 スタンドウラン

霜降り明星 ショウガラゴ にわとりヘッド デヤネンドヤネン あんだらしゃん いのうえまなぶ・吉田華

ハイジ ＧＯＩＮＧ ハンチング シンプソンズ どんどんワッシー 鳥溶岩 アトミックバカ スーパーボール

トロピカルクラッカーズマーメイド 夢幻 もすぐりん フォークラフ センドラーフ アンサンブル シュークリーム

ズ ヤングース あろ～ず ヒコロヒー 乱太郎 ひっこぬいたらモグラ ブロッサムステップ パンクパンダ

フライ小南よしひろ ジャズタイム 山が動く・寺岡 松田グランギニョル ＳＴＡＮＤ ＢＯＸ ポトフ コンクリー

ト ひみつきち 新田生越 ほか ６月４日土曜日公演「Ｃ★マン」上位数組 さるつかい どんぐり兄弟

イヨシノ ハイアンドロウ みわこたに 野犬 天使と悪魔 スタンドウラン 霜降り明星 ショウガラゴ にわとり

ヘッド デヤネンドヤネン あんだらしゃん いのうえまなぶ・吉田華 ハイジ ＧＯＩＮＧ ハンチング シンプソン

ズ どんどんワッシー 鳥溶岩 アトミックバカ スーパーボール トロピカルクラッカーズマーメイド 夢幻

ぐりん フォークラフ センドラーフ アンサンブル シュークリームズ ヤングース あろ～ず ヒコロヒー

ひっこぬいたらモグラ ブロッサムステップ パンクパンダ マクフライ 小南よしひろ ジャズタイム 山が動く・

寺岡 松田グランギニョル ＳＴＡＮＤ ＢＯＸ ポトフ コンクリート ひみつきち 新田生越 ほか ６月４

曜日公演「Ｃ★マン」上位数組 さるつかい どんぐり兄弟 ソメイヨシノ ハイアンドロウ みわこたに

天使と悪魔 スタンドウラン 霜降り明星 ショウガラゴ にわとりヘッド デヤネンドヤネン あんだらしゃん

のうえまなぶ・吉田華 ハイジ ＧＯＩＮＧ ハンチング シンプソンズ どんどんワッシー 鳥溶岩 アトミックバ

カ スーパーボール トロピカルクラッカーズマーメイド 夢幻 もすぐりん フォークラフ センドラーフ アンサン

ブル シュークリームズ ヤングース あろ～ず ヒコロヒー 乱太郎 ひっこぬいたらモグラ ブロッサムステップ

パンクパンダ マクフライ 小南よしひろ ジャズタイム 山が動く・寺岡 松田グランギニョル ＳＴＡＮＤ

ポトフ コンクリート ひみつきち 新田生越 ほか ６月４日土曜日公演「Ｃ★マン」上位数組 さるつかい

んぐり兄弟 ソメイヨシノ ハイアンドロウ みわこたに 野犬 天使と悪魔 スタンドウラン 霜降り明星

ウガラゴ にわとりヘッド デヤネンドヤネン あんだらしゃん いのうえまなぶ・吉田華 ハイジ ＧＯＩＮＧ

チング シンプソンズ どんどんワッシー 鳥溶岩 アトミックバカ スーパーボール トロピカルクラッカーズマー

メイド 夢幻 もすぐりん フォークラフ センドラーフ アンサンブル シュークリームズ ヤングース あろ～ず

ヒコロヒー 乱太郎 ひっこぬいたらモグラ ブロッサムステップ パンクパンダ マクフライ 小南よしひろ

ズタイム 山が動く・寺岡 松田グランギニョル ＳＴＡＮＤ ＢＯＸ ポトフ コンクリート ひみつきち 新田生越

ほか ６月４日土曜日公演「Ｃ★マン」上位数組 さるつかい どんぐり兄弟 ソメイヨシノ ハイアンドロウ

わこたに 野犬 天使と悪魔 スタンドウラン 霜降り明星 ショウガラゴ にわとりヘッド デヤネンドヤネン

んだらしゃん いのうえまなぶ・吉田華 ハイジ ＧＯＩＮＧ ハンチング シンプソンズ どんどんワッシー

岩 アトミックバカ スーパーボール トロピカルクラッカーズマーメイド 夢幻 もすぐりん フォークラフ

ラーフ アンサンブル シュークリームズ ヤングース あろ～ず ヒコロヒー 乱太郎 ひっこぬいたらモグラ

ロッサムステップ パンクパンダ マクフライ 小南よしひろ ジャズタイム 山が動く・寺岡 松田グランギニョ

ル ＳＴＡＮＤ ＢＯＸ ポトフ コンクリート ひみつきち 新田生越 ほか ６月４日土曜日公演「Ｃ★マン」上

位数組 さるつかい どんぐり兄弟 ソメイヨシノ ハイアンドロウ みわこたに 野犬 天使と悪魔 スタンドウ

ラン 霜降り明星 ショウガラゴ にわとりヘッド デヤネンドヤネン あんだらしゃん いのうえまなぶ・吉田華

ハイジ ＧＯＩＮＧ ハンチング シンプソンズ どんどんワッシー 鳥溶岩 アトミックバカ スーパーボール

ピカルクラッカーズマーメイド 夢幻 もすぐりん フォークラフ センドラーフ アンサンブル シュークリームズ

ヤングース あろ～ず ヒコロヒー 乱太郎 ひっこぬいたらモグラ ブロッサムステップ パンクパンダ マクフ

ライ 小南よしひろ ジャズタイム 山が動く・寺岡 松田グランギニョル ＳＴＡＮＤ ＢＯＸ ポトフ コンクリート

ひみつきち 新田生越 ほか ６月４日土曜日公演「Ｃ★マン」上位数組 さるつかい どんぐり兄弟 ソメイヨ

シノ ハイアンドロウ みわこたに 野犬 天使と悪魔 スタンドウラン 霜降り明星 ショウガラゴ にわとり

ヘッド デヤネンドヤネン あんだらしゃん いのうえまなぶ・吉田華 ハイジ ＧＯＩＮＧ ハンチング シンプソン

ズ どんどんワッシー 鳥溶岩 アトミックバカ スーパーボール トロピカルクラッカーズマーメイド 夢幻

ぐりん フォークラフ センドラーフ アンサンブル シュークリームズ ヤングース あろ～ず ヒコロヒー

ひっこぬいたらモグラ ブロッサムステップ パンクパンダ マクフライ 小南よしひろ ジャズタイム 山が動く・

7月 2日土曜日公演

「C★マン」
出演者募集中！ お問合せ ComeStaGroup http://hp.kutikomi.net/cometop/ 




