
12月2日（金）一般Ｂ　楽屋割 12月２日（金）オリコン発表会　楽屋割

2022/11/17

大ホール舞台裏楽屋 中ホール舞台裏楽屋

楽屋名 人　数 控室（衣装） 15

控室（衣装） 15 控室（床山） 7

控室（床山） 7 楽屋108 2

楽屋107 2 舞台スタッフ 楽屋109 2

楽屋106 2 運営事務局 楽屋110 2

楽屋105 2 楽屋111 2

楽屋104 2 楽屋112 2

楽屋103 2

楽屋102 2 中ホール地下楽屋

楽屋101 12 楽屋6 16

楽屋7 15

楽屋8 34

楽屋9 11

大ホール地下楽屋 楽屋10 23

楽屋名 人　数 楽屋11 21

楽屋1 19 楽屋12 24

楽屋2 34 楽屋13 21

楽屋3 29 楽屋14 12

楽屋4 30 楽屋15 20

楽屋5 20 荷物　食事部屋 楽屋16 20

男性着替え室

女性着替え室

仕　様
女性着替え室・食事部屋

男性着替え室・食事部屋

荷物置き場

講評委員室

オリコンのリハ室

女性着替え室

荷物　食事部屋

講評委員室

審査事務室

氏　名

審査事務局　

舞台スタッフ

舞台業者スタッフ



12月３日（土）　一般Ａ合唱発表会　楽屋割

2022/11/17

中ホール舞台裏楽屋 　　　　　午前午後 中ホール舞台裏楽屋 　　フーちゃん夕方・夜間

控室（衣装） 15 控室（衣装） 15

控室（床山） 7 控室（床山） 7

楽屋108 2 楽屋108 2

楽屋109 2 楽屋109 2

楽屋110 2 楽屋110 2

楽屋111 2 楽屋111 2

楽屋112 2 楽屋112 2

中ホール地下楽屋 中ホール地下楽屋

楽屋6 16 楽屋6 16

楽屋7 15 楽屋7 15

楽屋8 34 楽屋8 34

楽屋9 11 楽屋9 11

楽屋10 23 楽屋10 23

楽屋11 21 楽屋11 21

楽屋12 24 楽屋12 24

楽屋13 21 楽屋13 21

楽屋14 12 楽屋14 12

楽屋15 20 楽屋15 20

楽屋16 20 楽屋16 20

舞台スタッフ舞台スタッフ

女性着替え室

男性着替え室

荷物置き場・食事

荷物置き場・食事

フーちゃんダンス

フーちゃん控室

講評委員室

審査事務室

講評委員室

審査事務室



12月4日（日）特別音楽会　楽屋割 12月４日（日）職場の部　楽屋割

2022/11/17

大ホール舞台裏楽屋 中ホール舞台裏楽屋

楽屋名 人　数 控室（衣装） 15

控室（衣装） 15 控室（床山） 7

控室（床山） 7 楽屋108 2

楽屋107 2 守屋博之 渡辺享則 楽屋109 2

楽屋106 2 山本高栄 篠田昌伸 城間卓也
チェロ

楽屋110 2

楽屋105 2 藤村記一郎 水野桐弥 楽屋111 2

楽屋104 2 山口智大 滝田伸幸 楽屋112 2

楽屋103 2 鳴海　卓 和賀達郎 （脇谷）

楽屋102 2 中ホール地下楽屋

門万沙子 尾関記久子 守光明子 楽屋6 16 荷物置き場

夏目順子 入江文子 野出明江 楽屋7 15

長江真弥 田島由子 阿部貴子 楽屋8 34

川村ミチル 楽屋9 11

楽屋10 23

大ホール地下楽屋 楽屋11 21

楽屋名 人　数 楽屋12 24

楽屋1 19 楽屋13 21

楽屋2 34 楽屋14 12

楽屋3 29 楽屋15 20

楽屋4 30 楽屋16 20

楽屋5 20

楽屋101 12

女性着替え室（食事可）

日うた合唱団・フリー団員　控室
（食事可）

男性着替え室（食事可）

男性着替え室（食事可）

舞台スタッフ

職場の部　食事・控え室

太鼓センター　

氏　名 講評委員室

舞台スタッフ・業者 審査事務室

運営事務局　

職場のリハ室

志賀中学校75人　待機部屋

女性着替え室（食事可）

仕　様


