
上映スケジュール
2022/3/18

時間 作品名 上映時間 監督 撮影 録音 出演 備考

10:45～ 開場

ブロック１

11:00～ あの日の私にリボンをかけて 11:09 塚本 かのん 石川 美優 金子 青葉 ドラマ

23.98 自己肯定感先生 15:00 黒河内 勇希 ドキュメンタリー

雨音に恋して 11:08 大洲 麻菜 菅原 滉太朗 山内 靖幸
忽那 文香　　　　　
高橋 美紅　　　　　　
富名腰 拓哉

ドラマ

29.97 緣 8:44 チョ ジンウォン ドキュメンタリー

ただそこに居る私たちへ 14:36 大門 倫子 水野 蒼唯 大竹 史花
後藤 愛理　　　　　
富名腰 拓哉

ドラマ

12:00～12:15 休憩

ブロック２

12:15～ キミも大人になれる 14:59 黒柳 鼓笛 山口 赳世 高瀬 恒太朗
田中 瑠奈　　　　　
忽那 文香

ドラマ

夏のあとさき 14:41 平田 雄己 竹村 幸 金子 青葉 村山 詩絵梨 ドラマ

n 12:10 村田 千暁 小林 佑多 市島 彩里

飯田 梓織　　　　　
吉田 昴　　　　　　　
秋元 悠真　　　　　　
高橋 美紅

ドラマ

在りし日の君たちへ 11:51 吉田 かれん 菅原 滉太朗
布部 大陽　　　　　
沖中 玲斗

ドラマ

13:15～13:30 休憩

ブロック３

13:30～ ‘I’ 13:05 難波 拓矢 荻 穂香 大谷 地球 中島 百依子 ドラマ

SUPERIOR 13:54 山出 尚平 比嘉 優介 徳田 和真
忽那 文香　　　　　
吉田 樹　　　　　　　
富名腰 拓哉

ドラマ

道草未知子 14:38 立木 未那実 小林 佑多 渡邉 円

増本 尚　　　　　　
布部 大陽　　　　　　
酒井  文子　　　　　
高石 昇平　　　　　
吉田 樹　　　　　　　
中島 百依子　　　　　
飯原 僚也

ドラマ

小さな二人 11:17 村井 琉晟 比嘉 優介 徳田 和真
増本 尚　　　　　　
中島 百依子　　　　　
濵田 初穂

ドラマ

あたりまえ 10:20 齊藤 里咲 伊佐 映美 金子 青葉
潮田 里紗　　　　　
田中 瑠奈

ドラマ

14:35～14:50 休憩

ブロック４

14:50～ 永遠に死する 13:29 阿部 華 山本 理央奈 宇野 有奏
酒井 文子　　　　　
濵田 初穂

ドラマ

うみは眩く 13:56 高木 美杜 山口 赳世 大谷 地球 ドラマ

コスモノート 4:58 名村 佳純
高橋 美紅　　　　　
沖中 玲斗

MV

僕は君のストーカー 14:21 鮫川 愛実 嵯峨 希世野 渡邉 円
吉田 樹　　　　　　
河野 祐輝

ドラマ

Dog Eat Dog World 14:02 佐藤 カイルロバート 坂本 悠馬 高瀬 恒太朗

増本 尚　　　　　　
酒井 文子　　　　　　
高石 昇平　　　　　
富名腰 拓哉

ドラマ

るるるる、るつぼ 11:07 古橋 宥人 山本 理央奈 助田 喜久 ドラマ

16:05～16:20 休憩

ブロック５

16:20～ 制作ウォーズ 12:20 神野 海斗 舘野 夏葵 渡邉 円

酒井 文子　　　　　
高石 昇平　　　　　　
唐澤 玲央　　　　　　
秋元 悠真　　　　　　
河野 祐輝

ドラマ

COMPASS 14:30 荒川 千佳 岡田 冬馬 早坂 由希乃 ドラマ

elephant IN the room 5:51 山口 菜々子 早坂 由希乃 ドラマ

アーメン 11:02 林 莉亜 カク へウォン 森塚 真子

山崎 紗彩 　　　　　
酒井 文子 　　　　 
青木 星樹　　　　　　
潮田 里紗

ドラマ

ゆめうつつ 10:41 毛利 礼 舘野 夏葵 市島 彩里

増本 尚　　　　　　
山崎 紗彩　　　　　　
内山 あかり　　　　
町田 望　　　　　　　
唐澤 玲央　　　　　　
後藤 愛理

ドラマ

レスポールが重た過ぎたんだろ 14:59 金子 信弦 大倉 望 吉田 夏菜

増本 尚　　　　　　
吉田 昴　　　　　　　
唐澤 玲央　　　　　　
秋元 悠真

ドラマ

17:30 上映終了



時間 作品名 上映時間 監督 撮影 録音 出演 備考

10:45～ 開場

ブロック１

11:00～ COMPASS 14:30 荒川 千佳 岡田 冬馬 早坂 由希乃 ドラマ

elephant IN the room 5:51 山口 菜々子 早坂 由希乃 ドラマ

コスモノート 4:58 名村 佳純
高橋 美紅　　　　　
沖中 玲斗

MV

ゆめうつつ 10:41 毛利 礼 舘野 夏葵 市島 彩里

増本 尚　　　　　　
山崎 紗彩　　　　　　
内山 あかり　　　　
町田 望　　　　　　　
唐澤 玲央　　　　　　
後藤 愛理

ドラマ

アーメン 11:02 林 莉亜 カク へウォン 森塚 真子

山崎 紗彩 　　　　　
酒井 文子 　　　　 
青木 星樹　　　　　　
潮田 里紗

ドラマ

制作ウォーズ 12:20 神野 海斗 舘野 夏葵 渡邉 円

酒井 文子　　　　　
高石 昇平　　　　　　
唐澤 玲央　　　　　　
秋元 悠真　　　　　　
河野 祐輝

ドラマ

12:00～12:15 休憩

ブロック２

12:15～ 雨音に恋して 11:08 大洲 麻菜 菅原 滉太朗 山内 靖幸
忽那 文香　　　　　
高橋 美紅　　　　　　
富名腰 拓哉

ドラマ

緣 8:44 チョ ジンウォン ドキュメンタリー

あの日の私にリボンをかけて 11:09 塚本 かのん 石川 美優 金子 青葉 ドラマ

自己肯定感先生 15:00 黒河内 勇希 ドキュメンタリー

ただそこに居る私たちへ 14:36 大門 倫子 水野 蒼唯 大竹 史花
後藤 愛理　　　　　
富名腰 拓哉

ドラマ

13:15～13:30 休憩

ブロック３

13:30～ 道草未知子 14:38 立木 未那実 小林 佑多 渡邉 円

増本 尚　　　　　　
布部 大陽　　　　　　
酒井  文子　　　　　
高石 昇平　　　　　
吉田 樹　　　　　　　
中島 百依子　　　　　
飯原 僚也

ドラマ

在りし日の君たちへ 11:51 吉田 かれん 菅原 滉太朗
布部 大陽　　　　　
沖中 玲斗

ドラマ

n 12:10 村田 千暁 小林 佑多 市島 彩里

飯田 梓織　　　　　
吉田 昴　　　　　　　
秋元 悠真　　　　　　
高橋 美紅

ドラマ

夏のあとさき 14:41 平田 雄己 竹村 幸 金子 青葉 村山 詩絵梨 ドラマ

キミも大人になれる 14:59 黒柳 鼓笛 山口 赳世 高瀬 恒太朗
田中 瑠奈　　　　　
忽那 文香

ドラマ

14:45～15:00 休憩

ブロック４

15:00～ Dog Eat Dog World 14:02 佐藤 カイルロバート 坂本 悠馬 高瀬 恒太朗

増本 尚　　　　　　
酒井 文子　　　　　　
高石 昇平　　　　　
富名腰 拓哉

ドラマ

永遠に死する 13:29 阿部 華 山本 理央奈 宇野 有奏
酒井 文子　　　　　
濵田 初穂

ドラマ

僕は君のストーカー 14:21 鮫川 愛実 嵯峨 希世野 渡邉 円
吉田 樹　　　　　　
河野 祐輝

ドラマ

レスポールが重た過ぎたんだろ 14:59 金子 信弦 大倉 望 吉田 夏菜

増本 尚　　　　　　
吉田 昴　　　　　　　
唐澤 玲央　　　　　　
秋元 悠真

ドラマ

16:00～16:15 休憩

ブロック５

16:15～ SUPERIOR 13:54 山出 尚平 比嘉 優介 徳田 和真
忽那 文香　　　　　
吉田 樹　　　　　　　
富名腰 拓哉

ドラマ

‘I’ 13:05 難波 拓矢 荻 穂香 大谷 地球 中島 百依子 ドラマ

小さな二人 11:17 村井 琉晟 比嘉 優介 徳田 和真
増本 尚　　　　　　
中島 百依子　　　　　
濵田 初穂

ドラマ

るるるる、るつぼ 11:07 古橋 宥人 山本 理央奈 助田 喜久 ドラマ

うみは眩く 13:56 高木 美杜 山口 赳世 大谷 地球 ドラマ

あたりまえ 10:20 齊藤 里咲 伊佐 映美 金子 青葉
潮田 里紗　　　　　
田中 瑠奈

ドラマ

17:30 上映終了

2022/3/19



時間 作品名 上映時間 監督 撮影 録音 出演 備考

10:45～ 開場

ブロック１

11:00～ 小さな二人 11:17 村井 琉晟 比嘉 優介 徳田 和真
増本 尚　　　　　　
中島 百依子　　　　　
濵田 初穂

ドラマ

うみは眩く 13:56 高木 美杜 山口 赳世 大谷 地球 ドラマ

るるるる、るつぼ 11:07 古橋 宥人 山本 理央奈 助田 喜久 ドラマ

あたりまえ 10:20 齊藤 里咲 伊佐 映美 金子 青葉
潮田 里紗　　　　　
田中 瑠奈

ドラマ

SUPERIOR 13:54 山出 尚平 比嘉 優介 徳田 和真
忽那 文香　　　　　
吉田 樹　　　　　　　
富名腰 拓哉

ドラマ

12:00～12:15 休憩

ブロック２

12:15～ 永遠に死する 13:29 阿部 華 山本 理央奈 宇野 有奏
酒井 文子　　　　　
濵田 初穂

ドラマ

Dog Eat Dog World 14:02 佐藤 カイルロバート 坂本 悠馬 高瀬 恒太朗

増本 尚　　　　　　
酒井 文子　　　　　　
高石 昇平　　　　　
富名腰 拓哉

ドラマ

コスモノート 4:58 名村 佳純
高橋 美紅　　　　　
沖中 玲斗

MV

僕は君のストーカー 14:21 鮫川 愛実 嵯峨 希世野 渡邉 円
吉田 樹　　　　　　
河野 祐輝

ドラマ

制作ウォーズ 12:20 神野 海斗 舘野 夏葵 渡邉 円

酒井 文子　　　　　
高石 昇平　　　　　　
唐澤 玲央　　　　　　
秋元 悠真　　　　　　
河野 祐輝

ドラマ

13:15～13:30 休憩

ブロック３

13:30～ COMPASS 14:30 荒川 千佳 岡田 冬馬 早坂 由希乃 ドラマ

elephant IN the room 5:51 山口 菜々子 早坂 由希乃 ドラマ

‘I’ 13:05 難波 拓矢 荻 穂香 大谷 地球 中島 百依子 ドラマ

ゆめうつつ 10:41 毛利 礼 舘野 夏葵 市島 彩里

増本 尚　　　　　　
山崎 紗彩　　　　　　
内山 あかり　　　　
町田 望　　　　　　　
唐澤 玲央　　　　　　
後藤 愛理

ドラマ

レスポールが重た過ぎたんだろ 14:59 金子 信弦 大倉 望 吉田 夏菜

増本 尚　　　　　　
吉田 昴　　　　　　　
唐澤 玲央　　　　　　
秋元 悠真

ドラマ

アーメン 11:02 林 莉亜 カク へウォン 森塚 真子

山崎 紗彩 　　　　　
酒井 文子 　　　　 
青木 星樹　　　　　　
潮田 里紗

ドラマ

14:45～15:00 休憩

ブロック４

15:00～ 自己肯定感先生 15:00 黒河内 勇希 ドキュメンタリー

あの日の私にリボンをかけて 11:09 塚本 かのん 石川 美優 金子 青葉 ドラマ

緣 8:44 チョ ジンウォン ドキュメンタリー

ただそこに居る私たちへ 14:36 大門 倫子 水野 蒼唯 大竹 史花
後藤 愛理　　　　　
富名腰 拓哉

ドラマ

雨音に恋して 11:08 大洲 麻菜 菅原 滉太朗 山内 靖幸
忽那 文香　　　　　
高橋 美紅　　　　　　
富名腰 拓哉

ドラマ

16:00～16:15 休憩

ブロック５

16:15～ キミも大人になれる 14:59 黒柳 鼓笛 山口 赳世 高瀬 恒太朗
田中 瑠奈　　　　　
忽那 文香

ドラマ

夏のあとさき 14:41 平田 雄己 竹村 幸 金子 青葉 村山 詩絵梨 ドラマ

n 12:10 村田 千暁 小林 佑多 市島 彩里

飯田 梓織　　　　　
吉田 昴　　　　　　　
秋元 悠真　　　　　　
高橋 美紅

ドラマ

在りし日の君たちへ 11:51 吉田 かれん 菅原 滉太朗
布部 大陽　　　　　
沖中 玲斗

ドラマ

道草未知子 14:38 立木 未那実 小林 佑多 渡邉 円

増本 尚　　　　　　
布部 大陽　　　　　　
酒井  文子　　　　　
高石 昇平　　　　　
吉田 樹　　　　　　　
中島 百依子　　　　　
飯原 僚也

ドラマ

17:30 上映終了

2022/3/20


