
２２２２日目日目日目日目（（（（２２２２２２２２日日日日（（（（日日日日）））））））） 　「　「　「　「がんこがんこがんこがんこ祭祭祭祭2009200920092009」」」」全会場演舞全会場演舞全会場演舞全会場演舞スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール
東街区ロータリー キタラ ZAZA広場 モール街 有楽街

ヤマハ前 情熱 鰻々 ザザビジョン前 11：30～ 11：30～
11:30 総踊り 総踊り

静岡おだっくい祭り

蒲郡げんき連 浜松！南中ソーラン隊

掛川 茶～みんｇｏｏ！ 早稲田大学　東京花火

12：00～ 12：00～ ソー乱舞 夜宵 12：00～ 12：00～
12 総踊り 市民総踊り 鳴子連　梵天 踊ら舞華 総踊り 総踊り

やら舞歌（正調） おんない踊り鯛 桜嵐華
gnome 常磐 陶来楽夢 音羽“華炎” 神陽～Sin～ 京都チーム「櫻嵐洛」

輝葵踊～ｋｉｋｙｏｕ～ 福井大学よっしゃこい ぬまづ熱風舞人 京炎そでふれ！咲産華 さくまよさこい倶楽部 とぴあよさこい組
ミカちゃんファミリー 東京大人同盟　酔いどれ 12：30～ 三重情熱組 祭舞ＷａｉＷａｉ 名古屋学生チーム『鯱』 楽夢
佛教大学　紫踊屋 Eden 総踊り 遠州鳴子浪漫 彩京前線 宴屋 乱舞姫
MIKATA鳴子連"絆" リズム遊舞 一期一駆 笑福屋 実践女子　WING 東京学生・生っ粋 法政大学　鳳逢恋

会津大学「慧」 飃★FREE~DOM's魂☆PANY 愛知江南短大 asuka ひらり 関学よさこい連　炎流 龍谷大学「華舞龍」 夢道源人
ふくろい楽舞 笑゛Jr. ＭｉＸやぃ～づ -紅- ち～む★はちきん 極津 天・尾張組

13：00～ 関西大学“漢舞” 浜松学生連　鰻陀羅 守破離 木の花舞桜 豊橋　舞花連 いりゃあせ南都 於天羽 13：00～
13 オープニング 京小町 天つ篝 爆華’Ｓ チーム“ＧＯＮ” 京都文教大学　風竜舞伝 福島学院大学 総踊り ＰＡＦ激練りﾀﾞﾝｽﾁｰﾑ

東京農業大学“百笑” ∞回生 天狗ぅ 大宮同心桜連 よっちょれとぴあ 桜家一門ＹＯＳＡＫＯＲＩ隊 皇學館大学"雅" in京machi
笑゛ 信州大学「和っしょい」 鳴子調 浜西よさこい踊り隊 覇王ー御嵩 早稲田大学“踊り侍” MAIYA ～翼～ ｢三方原合戦!!!｣太鼓ﾁｰﾑ

福井大学よっしゃこい 音練志 心纏い ASH☆彡 松阪笑舞連 ＴＨＥ！！駆波゛乱 疾風怒濤 静岡大学　お茶ノ子祭々 ｢三方原合戦!!!｣ﾀﾞﾝｽﾁｰﾑ

posso ballare? MG 東京農業大学"大黒天" 夢望～MUBOU～ 東京よさこいＢＥＡＴ とぴあよさこい組 さくまよさこい倶楽部 浜松どっこいしょ 麗人艶舞乱れ打ち 演劇集団浜松キッド

東京理科大学 祭りや鯛 掛川 茶～みんｇｏｏ！ 茨城県立医大　錦織姫 神陽～Sin～ ぬまづ熱風舞人 浜よさオ～ルウェイズ 遠州舞遊連 dolce
岐阜聖徳学園大学　柳 早稲田大学　東京花火 京炎そでふれ！咲産華 ＲyuＲyu浜北 楽夢 Eden 総踊り 常笑 東京のりのり団
京炎 そでふれ！普及ﾁｰﾑ 愛知江南短大 asuka 名古屋学生チーム『鯱』 輝葵踊～ｋｉｋｙｏｕ～ 桜嵐華 東京学生・生っ粋 浜松！南中ソーラン隊 Team Ash
半布里 踊ら舞華 爆華’Ｓ 蒲郡げんき連 常磐 佛教大学　紫踊屋 ＰＡＦ激練りﾀﾞﾝｽﾁｰﾑ ひらり ジャグラーＴＡＫＵ
龍谷大学「華舞龍」 鳴子連　梵天 陶来楽夢 東京大人同盟　酔いどれ gnome 関西大学“漢舞” ソー乱舞 守破離 The Upper

14 笑ＴＩＭＥ 宴屋 大宮同心桜連 天・尾張組 祭舞ＷａｉＷａｉ 三重情熱組 京都チーム「櫻嵐洛」 浜西よさこい踊り隊 天～ten～
リズム遊舞 遠州鳴子浪漫 音羽“華炎” 飃★FREE~DOM's魂☆PANY 法政大学　鳳逢恋 MIKATA鳴子連"絆" 信州大学「和っしょい」 -紅- 静岡おだっくい祭り

夜宵 ASH☆彡 京都文教大学　風竜舞伝 笑福屋 浜松学生連　鰻陀羅 笑゛ 一期一駆 ふくろい楽舞 ＭｉＸやぃ～づ
ミカちゃんファミリー 東京農業大学“百笑” 遠州舞遊連 乱舞姫 彩京前線 総踊り 東京よさこいＢＥＡＴ 浜松どっこいしょ 会津大学「慧」
京小町 ち～む★はちきん いりゃあせ南都 ～翼～ 夢道源人 夢望～MUBOU～ 総踊り 天つ篝
笑゛Jr. 松阪笑舞連 木の花舞桜 よっちょれとぴあ 福井大学よっしゃこい MAIYA 京炎 そでふれ！普及ﾁｰﾑ ～14：30 実践女子　WING
チーム“ＧＯＮ” ＲyuＲyu浜北 関学よさこい連　炎流 於天羽 posso ballare? MG ∞回生 静岡大学　お茶ノ子祭々 覇王ー御嵩
豊橋　舞花連 早稲田大学“踊り侍” 極津 祭りや鯛 音練志 東京理科大学 総踊り 茨城県立医大　錦織姫

天狗ぅ 鳴子調 半布里 疾風怒濤 輝葵踊～ｋｉｋｙｏｕ～ 皇學館大学"雅" 東京大人同盟　酔いどれ

桜家一門ＹＯＳＡＫＯＲＩ隊 麗人艶舞乱れ打ち さくまよさこい倶楽部 おんない踊り鯛 Eden 心纏い 15：00～ 浜よさオ～ルウェイズ

15 福島学院大学 笑福屋 乱舞姫 in京machi 早稲田大学　東京花火 岐阜聖徳学園大学　柳 ＴＨＥ！！駆波゛乱 総踊り ～15：00
東京農業大学"大黒天" 京都チーム「櫻嵐洛」 浜西よさこい踊り隊 ｢三方原合戦!!!｣太鼓ﾁｰﾑ 愛知江南短大 asuka 名古屋学生チーム『鯱』 笑ＴＩＭＥ
常笑 ソー乱舞 ＭｉＸやぃ～づ ｢三方原合戦!!!｣ﾀﾞﾝｽﾁｰﾑ 爆華’Ｓ ASH☆彡 夜宵
とぴあよさこい組 神陽～Sin～ 静岡おだっくい祭り 演劇集団浜松キッド 龍谷大学「華舞龍」 gnome 京炎そでふれ！咲産華 宴屋
踊ら舞華 ぬまづ熱風舞人 総踊り dolce 天・尾張組 ふくろい楽舞 ち～む★はちきん ＲyuＲyu浜北 15：30～
掛川 茶～みんｇｏｏ！ 守破離 東京のりのり団 会津大学「慧」 チーム“ＧＯＮ” 遠州舞遊連 ∞回生 総踊り
松阪笑舞連 東京よさこいＢＥＡＴ 楽夢 Team Ash MIKATA鳴子連"絆" 東京農業大学“百笑” 総踊り 鳴子連　梵天 飃★FREE~DOM's魂☆PANY

祭舞ＷａｉＷａｉ ～翼～ 東京学生・生っ粋 ジャグラーＴＡＫＵ 関西大学“漢舞” 夢望～MUBOU～ リズム遊舞 陶来楽夢
京都チーム「櫻嵐洛」 豊橋　舞花連 MAIYA The Upper 一期一駆 茨城県立医大　錦織姫 大宮同心桜連 よっちょれとぴあ
音羽“華炎” 総踊り 佛教大学　紫踊屋 天～ten～ 天つ篝 京小町 おんない踊り鯛 疾風怒濤 笑福屋

16 三重情熱組 東京理科大学 桜嵐華 ミカちゃんファミリー 京炎 そでふれ！普及ﾁｰﾑ 半布里 笑ＴＩＭＥ 祭りや鯛
常磐 彩京前線 桜家一門ＹＯＳＡＫＯＲＩ隊 法政大学　鳳逢恋 笑゛Jr. 天狗ぅ 常笑 蒲郡げんき連 木の花舞桜
関学よさこい連　炎流 極津 posso ballare? MG 覇王ー御嵩 笑゛ 福島学院大学 飃★FREE~DOM's魂☆PANY ＰＡＦ激練りﾀﾞﾝｽﾁｰﾑ 音練志
遠州鳴子浪漫 ひらり 皇學館大学"雅" -紅- 踊ら舞華 いりゃあせ南都 乱舞姫 浜よさオ～ルウェイズ 浜松学生連　鰻陀羅

夢道源人 於天羽 早稲田大学“踊り侍” 実践女子　WING さくまよさこい倶楽部 ソー乱舞 ASH☆彡 in京machi 浜松！南中ソーラン隊

信州大学「和っしょい」 岐阜聖徳学園大学　柳 東京農業大学"大黒天" 静岡大学　お茶ノ子祭々 ＭｉＸやぃ～づ 松阪笑舞連 ∞回生 東京のりのり団 浜松どっこいしょ
鳴子調 ＴＨＥ！！駆波゛乱 とぴあよさこい組 鳴子連　梵天 浜西よさこい踊り隊 東京よさこいＢＥＡＴ 愛知江南短大 asuka Team Ash 総踊り
京都文教大学　風竜舞伝 掛川 茶～みんｇｏｏ！ 桜嵐華 静岡おだっくい祭り 守破離 リズム遊舞 東京理科大学 dolce
心纏い 蒲郡げんき連 ふくろい楽舞 陶来楽夢 ＲyuＲyu浜北 祭りや鯛 爆華’Ｓ The Upper
麗人艶舞乱れ打ち 夜宵 ち～む★はちきん 宴屋 ～翼～ posso ballare? MG 大宮同心桜連 天～ten～

17 ぬまづ熱風舞人 三重情熱組 覇王ー御嵩 会津大学「慧」 豊橋　舞花連 極津 関学よさこい連　炎流 ジャグラーＴＡＫＵ ～17：00まで
名古屋学生チーム『鯱』 よっちょれとぴあ 天・尾張組 木の花舞桜 MAIYA 遠州鳴子浪漫 音羽“華炎” 演劇集団浜松キッド

早稲田大学　東京花火 東京学生・生っ粋 茨城県立医大　錦織姫 楽夢 東京農業大学“百笑” 常磐 ミカちゃんファミリー ｢三方原合戦!!!｣太鼓ﾁｰﾑ

Eden チーム“ＧＯＮ” -紅- 神陽～Sin～ 総踊り 半布里 於天羽 ｢三方原合戦!!!｣ﾀﾞﾝｽﾁｰﾑ

gnome 京炎そでふれ！咲産華 実践女子　WING 天つ篝 鳴子調 京都文教大学　風竜舞伝 総踊り
いりゃあせ南都 龍谷大学「華舞龍」 法政大学　鳳逢恋 ひらり ～17：30まで 信州大学「和っしょい」 笑゛Jr. ～17：30まで
関西大学“漢舞” 祭舞ＷａｉＷａｉ 福島学院大学 遠州舞遊連 東京農業大学"大黒天" 心纏い
彩京前線 天狗ぅ 夢道源人 音練志 麗人艶舞乱れ打ち 浜松！南中ソーラン隊

早稲田大学“踊り侍” 疾風怒濤 岐阜聖徳学園大学　柳 17：50～ 総踊り 総踊り
佛教大学　紫踊屋 常笑 静岡大学　お茶ノ子祭々 激練りＭ部門

18 MIKATA鳴子連"絆" 桜家一門ＹＯＳＡＫＯＲＩ隊 笑ＴＩＭＥ プチファイナルプチファイナルプチファイナルプチファイナル ～18：00まで ～18：00まで
夢望～MUBOU～ 一期一駆 京小町
皇學館大学"雅" 京炎 そでふれ！普及ﾁｰﾑ おんない踊り鯛
ＴＨＥ！！駆波゛乱 笑゛ 総踊り ～18：20まで
浜松学生連　鰻陀羅 総踊り
18：30～ ～18：30まで ～18：30まで

ファイナル審査

上位６チーム演舞

表彰式・乱舞 ほか ← ← ← ← ２０２０２０２０：：：：００ ００ ００ ００ 終了予定終了予定終了予定終了予定
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ファイナルファイナルファイナルファイナル

鍛　冶　町　大　通　り

撤　収

YOSAYOSAYOSAYOSA部部部部１０９１０９１０９１０９チームチームチームチーム
激部激部激部激部１０１０１０１０チームチームチームチーム

　　　　　　は、審査タイム！

　　　　　　は、企画タイム！

　　　　　　は、激練り部門！

　　　　　　　　　　　は、実行委員会企画チーム！


