
HKT48 2ndシングル「メロンジュース」劇場盤発売記念握手会
2013年9月14日（土） 会場：幕張メッセイベントホール
2013年9月28日（土） 会場：西日本総合展示場
2013年10月27日（日） 会場：マリンメッセ福岡

メンバー/タイムテーブル メンバー/タイムテーブル メンバー/タイムテーブル

穴井千尋 第1部 村重杏奈 第1部 岡本尚子 第3部

穴井千尋 第2部 村重杏奈 第2部 岡本尚子 第4部

穴井千尋 第3部 村重杏奈 第3部 岡本尚子 第5部

穴井千尋 第4部 村重杏奈 第4部 岡本尚子 第6部

穴井千尋 第5部 村重杏奈 第5部 草場愛 第1部

穴井千尋 第6部 村重杏奈 第6部 草場愛 第2部

植木南央 第3部 本村碧唯 第1部 草場愛 昼の部A

植木南央 第4部 本村碧唯 第2部 神志那結衣 第5部

植木南央 第5部 本村碧唯 第3部 神志那結衣 第6部

植木南央 第6部 本村碧唯 第4部 後藤泉 昼の部B

多田愛佳 第1部 本村碧唯 第5部 後藤泉 第3部

多田愛佳 第2部 本村碧唯 第6部 後藤泉 第4部

多田愛佳 第3部 森保まどか 第1部 駒田京伽 第1部

多田愛佳 第4部 森保まどか 第2部 駒田京伽 第2部

多田愛佳 第5部 森保まどか 第3部 駒田京伽 昼の部C

多田愛佳 第6部 森保まどか 第4部 坂口理子 第1部

熊沢世莉奈 第1部 森保まどか 第5部 坂口理子 第2部

熊沢世莉奈 第2部 森保まどか 第6部 坂口理子 昼の部C

熊沢世莉奈 昼の部C 若田部遥 第1部 田島芽瑠 第1部

兒玉遥 第1部 若田部遥 第2部 田島芽瑠 第2部

兒玉遥 第2部 若田部遥 昼の部C 田島芽瑠 第3部

兒玉遥 第3部 秋吉優花 第3部 田島芽瑠 第4部

兒玉遥 第4部 秋吉優花 第4部 田島芽瑠 第5部

兒玉遥 第5部 秋吉優花 第5部 田島芽瑠 第6部

兒玉遥 第6部 秋吉優花 第6部 田中優香 第1部

指原莉乃 第1部 安陪恭加 昼の部A 田中優香 第2部

指原莉乃 第2部 安陪恭加 昼の部B 田中優香 昼の部C

指原莉乃 第3部 伊藤来笑 昼の部A 谷真理佳 第3部

指原莉乃 第4部 伊藤来笑 昼の部B 谷真理佳 第4部

指原莉乃 第5部 井上由莉耶 第5部 谷真理佳 第5部

指原莉乃 第6部 井上由莉耶 第6部 谷真理佳 第6部

下野由貴 第3部 今田美奈 昼の部B 冨吉明日香 第1部

下野由貴 第4部 今田美奈 第3部 冨吉明日香 第2部

下野由貴 第5部 今田美奈 第4部 冨吉明日香 昼の部A

下野由貴 第6部 岩花詩乃 第1部 朝長美桜 第1部

田中菜津美 第1部 岩花詩乃 第2部 朝長美桜 第2部

田中菜津美 第2部 岩花詩乃 昼の部A 朝長美桜 第3部

田中菜津美 昼の部C 宇井真白 昼の部A 朝長美桜 第4部

中西智代梨 第3部 宇井真白 昼の部B 朝長美桜 第5部

中西智代梨 第4部 上野遥 第1部 朝長美桜 第6部

中西智代梨 第5部 上野遥 第2部 深川舞子 昼の部A

中西智代梨 第6部 梅本泉 第1部 深川舞子 昼の部B
松岡菜摘 第1部 梅本泉 第2部 渕上舞 第3部
松岡菜摘 第2部 梅本泉 昼の部A 渕上舞 第4部
松岡菜摘 第3部 岡田栞奈 第3部 渕上舞 第5部
松岡菜摘 第4部 岡田栞奈 第4部 渕上舞 第6部
松岡菜摘 第5部 岡田栞奈 第5部 山田麻莉奈 第3部
松岡菜摘 第6部 岡田栞奈 第6部 山田麻莉奈 第4部
宮脇咲良 第1部 山田麻莉奈 第5部
宮脇咲良 第2部 山田麻莉奈 第6部
宮脇咲良 第3部
宮脇咲良 第4部
宮脇咲良 第5部
宮脇咲良 第6部
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