
15日(土） 東街区 ソラモ キタラ サザンクロス 有楽街 モール街 ZAZA
10:00 ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ
10:30 みちのくYOSAKOI THE!!駆波"乱 総踊り 総踊り
10:36 岐阜聖徳学園大学　柳 半布里 法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋

10:42 信州大学YOSAKOI祭りサークル和っしょい 凰 東京農業大学YOSAKOIソーラン同好会"百笑"

10:48 夢道源人 関学よさこい連 炎流 祭会
10:54 守破離 名古屋大学"快踊乱舞" 爆華’Ｓ
11:00 皇學館大学”雅” 常磐 嘉們-KAMON-
11:06宮城学院女子大学よさこい部Posso ballare?MG Gypsy kagura
11:12 筑波大学 斬桐舞 大阪市立大学　朱蘭 おどりんちゅ
11:18 天つ篝 音練志 百物語
11:24 桜家一門YOSAKORI隊 東京学生"生っ粋" 江南よさこい連~kohga~
11:30 天狗ぅ やぶからぼう 愛知淑徳大学よさこい探究会「鳴踊」
11:36 歓喜団 佛教大学よさこいサークル紫踊屋 東京理科大学Yosakoiソーラン部
11:42実践女子大学・短期大学ＹＯＳＡＫＯＩソーラン部ＷＩＮＧ 薫風 早稲田大学よさこいチーム　東京花火
11:48 早稲田大学”踊り侍” 名古屋学生チーム『鯱』 福井大学よっしゃこい
11:54 同志社大学よさこいサークルよさ朗 Meetiα 京炎 そでふれ！京小町
12:00 gnome 東京農業大学YOSAKOIソーラン部　大黒天 Guest 夜宵
12:06 天・尾張組 美楽連 大阪人間科学大学よさこいソーラン部烈輝 京炎 そでふれ！普及チーム
12:12 大阪大学お祭りダンスサークル“祭楽人” 極津 岐阜聖徳学園大学　柳 百華夢想
12:18 京都チーム「櫻嵐洛」 勝山Do-夢組 麗人艶舞乱れ打ち 名古屋大学"快踊乱舞"
12:24 飃～FREEDOM～ いわた（磐田市商工会女性部） 浜松学生連　鰻陀羅 神戸学生よさこいチーム 湊
12:30 宴屋 うなぎ ソー乱舞 近畿大学よさこい連"洗心"
12:36 静岡大学　お茶ノ子祭々 どっこいしょ Eden 信州大学YOSAKOI祭りサークル和っしょい

12:42 法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋 笑楽-eraku- 凰 関東学院大学　"誇咲"
12:48 京炎 そでふれ！彩京前線 龍谷大学 華舞龍 関学よさこい連 炎流 A EAST RISING（仮）
12:54 大阪芸術大学 よさこい×結び 天王寺大学 YOSAKOIソーラン部 仏喜 許呂母 桜家一門YOSAKORI隊
13:00 響天動地 京炎そでふれ！輪舞曲 天狗ぅ ふくろい楽舞
13:06 大阪市立大学　朱蘭 心纏い 筑波大学 斬桐舞 総踊り
13:12 東京農業大学YOSAKOIソーラン同好会"百笑" 皇學館大学”雅” 舞都-might- 掛川cha 総踊り 祭りや鯛 岐阜大学よさこいサークル 騒屋
13:18 kagura 遠州舞遊連 東京農業大学YOSAKOIソーラン部　大黒天 おんない 音練志 心結～こころ～ ムギョウ～無形～
13:24 錦織姫 愛知淑徳大学よさこい探究会「鳴踊」 関西大学学生チーム"漢舞" 神戸大学よさこいチーム山美鼓 あっぱれ！しかばねパラダイス 常磐 いわた（磐田市商工会女性部）
13:30 名古屋学生チーム『鯱』 早稲田大学”踊り侍” 東京学生"生っ粋" 会津大学「慧」 江南よさこい連~kohga~ 鳴子調 勝山Do-夢組
13:36 嘉們-KAMON- 京炎 そでふれ！京小町 天つ篝 美楽連 大阪人間科学大学よさこいソーラン部烈輝 宴屋 Gypsy
13:42 極津 歓喜団 天・尾張組 おどりんちゅ 爆華’Ｓ 夢道源人 Guest
13:48 笑楽-eraku- 同志社大学よさこいサークルよさ朗 京炎 そでふれ！普及チーム 東京理科大学Yosakoiソーラン部 巴 -tomoe- 静岡大学　お茶ノ子祭々 どっこいしょ
13:54 佛教大学よさこいサークル紫踊屋 実践女子大学・短期大学ＹＯＳＡＫＯＩソーラン部ＷＩＮＧ宮城学院女子大学よさこい部Posso ballare?MG 浜松学生連　鰻陀羅 薫風 京炎 そでふれ！「咲産華」 うなぎ
14:00 百物語 みちのくYOSAKOI THE!!駆波"乱 京都チーム「櫻嵐洛」 早稲田大学よさこいチーム　東京花火 飃～FREEDOM～ 半布里 やぶからぼう
14:06 麗人艶舞乱れ打ち 守破離 関東学院大学　"誇咲" 京炎そでふれ！輪舞曲 心纏い Eden ソー乱舞
14:12 神戸学生よさこいチーム 湊 gnome 総踊り 四天王寺大学 YOSAKOIソーラン部 仏喜踊 大阪芸術大学 よさこい×結び 桜家一門YOSAKORI隊 響天動地
14:18 許呂母 夜宵 近畿大学よさこい連"洗心" 皇學館大学”雅” A EAST RISING（仮） 祭会 舞都-might-
14:24 福井大学よっしゃこい 信州大学YOSAKOI祭りサークル和っしょい 京炎 そでふれ！彩京前線 龍谷大学 華舞龍 心結～こころ～ ふくろい楽舞 筑波大学 斬桐舞
14:30 凰 岐阜聖徳学園大学　柳 大阪大学お祭りダンスサークル“祭楽人” 法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋 いわた（磐田市商工会女性部） 百華夢想 関西大学学生チーム"漢舞"
14:36 愛知淑徳大学よさこい探究会「鳴踊」 祭りや鯛 会津大学「慧」 早稲田大学”踊り侍” 鳴子調 岐阜大学よさこいサークル 騒屋 遠州舞遊連
14:42 Meetiα ムギョウ～無形～ 総踊り 関学よさこい連 炎流 天つ篝 総踊り あっぱれ！しかばねパラダイス
14:48 爆華’Ｓ 神戸大学よさこいチーム山美鼓 総踊り 常磐 東京学生"生っ粋" 東京農業大学YOSAKOIソーラン同好会"百笑" 歓喜団
14:54 おどりんちゅ 江南よさこい連~kohga~ 同志社大学よさこいサークルよさ朗 京炎 そでふれ！京小町 総踊り 音練志 天・尾張組
15:00 東京農業大学YOSAKOIソーラン部　大黒天 kagura 極津 実践女子大学・短期大学ＹＯＳＡＫＯＩソーラン部ＷＩＮＧ 総踊り 名古屋大学"快踊乱舞" 笑楽-eraku-
15:06 東京理科大学Yosakoiソーラン部 京炎 そでふれ！普及チーム 名古屋学生チーム『鯱』 みちのくYOSAKOI THE!!駆波"乱 宴屋 錦織姫 嘉們-KAMON-
15:12 心纏い 浜松学生連　鰻陀羅 大阪市立大学　朱蘭 天狗ぅ ソー乱舞 やぶからぼう 京炎 そでふれ！「咲産華」
15:18 Eden 宮城学院女子大学よさこい部Posso ballare?MG 夢道源人 静岡大学　お茶ノ子祭々 gnome 巴 -tomoe- 百物語
15:24 四天王寺大学 YOSAKOIソーラン部 仏喜踊 総踊り 佛教大学よさこいサークル紫踊屋 京都チーム「櫻嵐洛」 響天動地 Guest ふくろい楽舞
15:30 京炎そでふれ！輪舞曲 総踊り 夜宵 勝山Do-夢組 Gypsy 許呂母 掛川cha
15:36 祭会 心結～こころ～ A EAST RISING（仮） 半布里 守破離 薫風 おんない
15:42 関東学院大学　"誇咲" 大阪芸術大学 よさこい×結び 飃～FREEDOM～ どっこいしょ 舞都-might- 会津大学「慧」 美楽連
15:48 神戸大学よさこいチーム山美鼓 麗人艶舞乱れ打ち 龍谷大学 華舞龍 うなぎ 総踊り あっぱれ！しかばねパラダイス 大阪人間科学大学よさこいソーラン部烈輝

15:54 早稲田大学よさこいチーム　東京花火 神戸学生よさこいチーム 湊 いわた（磐田市商工会女性部） 総踊り 総踊り 天つ篝 祭りや鯛
16:00 関西大学学生チーム"漢舞" 近畿大学よさこい連"洗心" 早稲田大学”踊り侍” 大阪大学お祭りダンスサークル“祭楽人” ムギョウ～無形～ Meetiα 京炎 そでふれ！彩京前線
16:06 遠州舞遊連 岐阜大学よさこいサークル 騒屋 信州大学YOSAKOI祭りサークル和っしょい 岐阜聖徳学園大学　柳 歓喜団 爆華’Ｓ 錦織姫
16:12 百華夢想 法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋 音練志 福井大学よっしゃこい 京炎 そでふれ！「咲産華」 江南よさこい連~kohga~ 鳴子調
16:18 京炎 そでふれ！京小町 天狗ぅ 皇學館大学”雅” 同志社大学よさこいサークルよさ朗 筑波大学 斬桐舞 総踊り 名古屋大学"快踊乱舞"
16:24 やぶからぼう 東京理科大学Yosakoiソーラン部 みちのくYOSAKOI THE!!駆波"乱 東京農業大学YOSAKOIソーラン同好会"百笑" Guest 総踊り 巴 -tomoe-
16:30 京炎 そでふれ！普及チーム 静岡大学　お茶ノ子祭々 掛川cha kagura 笑楽-eraku- 総踊り Eden
16:36 関学よさこい連 炎流 総踊り おんない 凰 天・尾張組 A EAST RISING（仮） 心纏い
16:42 常磐 桜家一門YOSAKORI隊 宴屋 宮城学院女子大学よさこい部Posso ballare?MG 夢道源人 おどりんちゅ 薫風
16:48 Gypsy 京都チーム「櫻嵐洛」 ふくろい楽舞 極津 百物語 天王寺大学 YOSAKOIソーラン部 仏喜 心結～こころ～
16:54 浜松学生連　鰻陀羅 ソー乱舞 響天動地 麗人艶舞乱れ打ち 祭りや鯛 舞都-might- 会津大学「慧」
17:00 勝山Do-夢組 関東学院大学　"誇咲" 美楽連 大阪市立大学　朱蘭 嘉們-KAMON- 夜宵 守破離
17:06 半布里 大阪大学お祭りダンスサークル“祭楽人” 神戸学生よさこいチーム 湊 名古屋学生チーム『鯱』 京炎 そでふれ！彩京前線 ムギョウ～無形～ 飃～FREEDOM～
17:12 東京学生"生っ粋" 鳴子調 あっぱれ！しかばねパラダイス 愛知淑徳大学よさこい探究会「鳴踊」 岐阜大学よさこいサークル 騒屋 gnome 大阪芸術大学 よさこい×結び
17:18 近畿大学よさこい連"洗心" 福井大学よっしゃこい 神戸大学よさこいチーム山美鼓 佛教大学よさこいサークル紫踊屋 許呂母 遠州舞遊連 Meetiα
17:24 龍谷大学 華舞龍 錦織姫 京炎そでふれ！輪舞曲 東京農業大学YOSAKOIソーラン部　大黒天 関西大学学生チーム"漢舞" 実践女子大学・短期大学ＹＯＳＡＫＯＩソーラン部ＷＩＮＧ 祭会
17:30 総踊り 巴 -tomoe- 総踊り 総踊り 総踊り 総踊り 総踊り
17:36 総踊り 大阪人間科学大学よさこいソーラン部烈輝 総踊り 総踊り 総踊り 総踊り 総踊り
17:42 京炎 そでふれ！「咲産華」
17:48 百華夢想
17:54 早稲田大学よさこいチーム　東京花火
18:00 70 73 68 55 43 43 43


