
日付 曜日 夜会場 地域名 夜住所 

5月28日 水 UHU 静岡 静岡県静岡市七間町9-10ワイシーシー第二ビルＢ1 

5月30日 金 ＢＯＰＰＥＲＳ 安城 愛知県岡崎市東牧内町字日久１０５－１ 

5月30日 金 夢希望　ＲＡＤＩＯ　ＣＬＵＢ 安城 愛知県安城市尾崎町追池52-22 

5月31日 土 ＫＩＮＧ　ＢＩＳＣＵＴＴ 岐阜 ほんごう町　２－１７　ＤＡＩＢＡ　ＢＬＤ　１Ｆ 

6月1日 日 覚成寺 安八 岐阜県安八郡安八町西結７０１ 

6月2日 月 ＥＬＬ　ＳＩＺＥ 名古屋市 名古屋市中区大須２-１０-４３ 

6月3日 火 月の庭 亀山 三重県亀山市西町438 

6月4日 水 BAR OVERGROUND 京都 京都市右京区西院坤町６１都興業ビルB１F 

6月5日 木 十三テハンノ 大阪 大阪府大阪市淀川区十三本町１－７－４　プラザパオ５Ｆ 

6月6日 金 吟遊詩人 大阪 大阪市港区弁天6-7-15加藤汽船ビル１F 

6月8日 月 SEVEN★DAYS OSAKA 大阪 大阪市東成区東中本１－１５－１２ プレミアビル１，２階 

6月9日 火 BAR BRUTE 和歌山 和歌山県和歌山市北ノ新地裏田町１６ 

6月11日 水 大学 土佐清水市 

6月12日 木 YAH MAN 33 松山 愛媛県松山市大街道2-3-5　メトロポールビルB1 

6月13日 金 LIVE HOUSE BEATLES 高松 香川県高松市古馬場町８－７岩佐ビル３Ｆ 

6月14日 土 神戸ＶＡＲＩＴ 神戸 神戸市中央区下山手通り2-13-3建創ビルB1F 

6月15日 日 ＣＯＯＫＩＥ　ＪＡＲ 岡山市 岡山県倉敷市老松町4-7-9 

6月16日 月 カフェまるや 直島 香川県香川郡直島町本村777 

6月17日 日 ＰＯＬＥ　ＰＯＬＥ 福山市 広島県福山市元町7-6マエダ酒店2F　

6月18日 水 Jammin' Bar 広島 広島市広島県中区６ー７薬研掘モリタビル３F 

6月20日 金 YOUNG GUNS 北九州 福岡県北九州市若松区二島6丁目4-59 

6月21日 土 唐津DEN 唐津 佐賀県唐津市二夕子2-2-32 

6月22日 日 DRUM Be-7 長崎 長崎県長崎市栄町5-5FM長崎ビル地下１F 

6月23日 月 熊本 

6月24日 火 BAR Zip! 出水 鹿児島県出水市本町8-6 

6月25日 水 川内 

6月26日 木 BAR MOJO 鹿児島 鹿児島市船津町1-2第一島津ビル3F 

6月27日 金 八木酒造 宮崎 鹿児島県垂水市新御堂鍋ヶ久保１３３２－５ 

6月27日 金 ＺＥＴＴＯＮ 宮崎市 宮崎市柳丸町104-4 

6月28日 土 カッパーレイヴンズ 大分 別府市元町8-10 

6月29日 日 HULAmingo 大分 大分県大分市都町2-5-22 双葉産業ビル２F 

6月30日 月 温泉津 

7月1日 火 弥山荘・湯谷温泉 川本 島根県邑智郡川本町湯谷781-1 

7月3日 木 ＯＮＥ　ＭＡＫＥＳ 米子市 

7月4日 金 RUDE BAR DUB 福井 福井県福井市順化1-9-8滝の街ビルB1F 

7月5日 土 BRATS 金沢 石川県金沢市片町1-7-14英和ビルB1F 

7月6日 日 SHARMA DINING 金沢 石川県金沢市山川町申１ 

7月7日 月 虎楽 富山 富山県富山市中央通り1-4-10石橋ビルB1F 

7月8日 火 Bagus 岐阜県高山市初田町１丁目３１－３　ＡＪビル２Ｆ 

7月10日 木 ＢＯＴＴＯＭ　ＤＯＬＬＡＲ 松本市 長野県松本市桐１－２－３５　コマツプラザ内 

7月11日 金 音楽食堂 長岡 新潟県長岡市大手通1-4-17安栄館ビル地下1階 

7月12日 土 CLUB JUNK BOX 新潟 新潟県新潟市中央区東堀通6番町1051-1 G.Eビル 

7月13日 日 HOFFMAN 山形 山形県山形市香澄町2-8-1 フォーラム2F 

7月14日 月 CLUB CHANGE 盛岡 岩手県盛岡市中ノ橋通り2-12-14山王ビル2F 

7月15日 火 

7月16日 水 BAR STINGRAY 札幌 北海道札幌市中央区南8条西4丁目8･4ｻｳﾝﾄﾞﾋﾞﾙ1F 

7月17日 木 あうん堂ホール 函館 

7月18日 金 Bar Ｃａｒｂｓ 三沢 青森県三沢市中央町２丁目６４−１９６ 

7月19日 土 ROCKS 秋田 秋田県秋田市山王一丁目9-20　

7月20日 日 かあちゃんずはうす宝来館 釜石市 

7月21日 月 VORZ-BAR 仙台 宮城県仙台市青葉区国分町1-6-1ルナパーク一番町ビル3F 

7月22日 火 ランブルシート 仙台 宮城県仙台市青葉区一番町2-3-28(壱弐参横丁内) 

和気優の弾き叫びロード16000キロツアー　夜のライブ会場一覧



7月23日 水 福島 

7月24日 木 

7月25日 金 

7月26日 土 和風スナックありす 

7月27日 日 ＫＩＮＧ　ＲＡＴ 山梨県甲府市大里町１８７８－１ 

7月28日 月 ＣＬＵＢ　ＨＡＶＡＮＡ 東京都 八王子市　中町　７－１０　紅洋ビル２　５Ｆ 

8月8日 金 新宿CLUB DOCTOR 新宿 東京都新宿区西新宿8-2-25NSプラザ新宿ビルB1 

8月10日 日 ＥＬＬ　ＳＩＺＥ 名古屋市 名古屋市中区大須２-１０-４３


