
お台場会場 フジテレビ会場 ダイバーシティ東京 プラザ前会場 東京ﾌｧｯｼｮﾝﾀｳﾝ会場 石と光の広場会場 丸の内会場 有楽町駅前会場
開始時間 終了時間 チーム名 チーム名 チーム名 チーム名 チーム名 チーム名 チーム名
10:00 10:06
10:06 10:12
10:12 10:18
10:18 10:24
10:24 10:30 オープニング
10:30 10:36 ドリーム夜さ来いオフィシャルチーム

10:36 10:42 万々商店街　万々歳
10:42 10:48 法政大学 YOSAKOI ソーランサークル鳳遙恋

10:48 10:54 旭川北の大地 武州武蔵 子鳩子兎 横浜百姫隊 茜丸
10:54 11:00 千葉工業大学よさこいソーラン風神 ＲＥＤＡ舞神楽 ところざわ武蔵瀧嵐 みちのくＹＯＳＡＫＯＩ大漁連
11:00 11:06 夢源風人 郷人 東京理科大学Ｙｏｓａｋｏｉ部 飛翠迅 ＡＺＵＫＩ
11:06 11:12 勇舞会 朝霞鳴子一族め組 水戸藩 ＹＯＳＡＫＯＩ 連 翔笑伝 朝霞和樂
11:12 11:18 襲雷舞踊団 ＣＨＩ よ ＲＥＮ 北天魁 破天荒 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ 安全輸送 楓華 生っ粋２０１２
11:18 11:24 新松戸雅ノ會 万々商店街　万々歳 蔵っこ 燦－ＳＵＮ－ 新芸組 遊駆人
11:24 11:30 朝霞翔舞 跳弧河童隊 南アルプスよさこい連 響 踊乱會 まるごと高知オフィシャルチーム

11:30 11:36 パワフル いとう舞士童 たかさき雷舞 轟躍連合 一美組 響
11:36 11:42 遊人 南アルプスよさこい連 ミックス Ｄｏ

2 凪 流　東京支部 伽宮弥 オープニング
11:42 11:48 チーム☆利ゑ蔵 紅踊輝 粋 楽天 よさこいチーム　葵 ドリーム夜さ来いオフィシャルチーム

11:48 11:54 維新～心ひとつ～ 若小親 Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ ピンクチャイルド 舞華 ど～んと Ｃｏｃｏ ｄｅ 踊らん会 法政大学 YOSAKOI ソーランサークル鳳遙恋

11:54 12:00 よさこい柏紅塾 大氣 リゾンなるこ会飛鳥 遠州鳴子浪漫 ひらり 旭川北の大地
12:00 12:06 朝霞なるこ人魚姫 よさこい明日風 Ｄａｎｃｅ ｃｏｍｐａｎｙ ＲＥＩＫＡ 組 美ｎａ☆舞ｔｙ！ 千葉工業大学よさこいソーラン風神

12:06 12:12 水戸藩 ＹＯＳＡＫＯＩ 連 夢人～むじん～ 爽 上州高崎雷舞爽踊隊 重夢逗 飛翠迅 武州武蔵
12:12 12:18 破天荒 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ 安全輸送 夢源風人 櫻" 新松戸雅ノ會 翔笑伝 ＲＥＤＡ舞神楽
12:18 12:24 蔵っこ 勇舞会 跳弧河童隊 朝霞翔舞 楓華 郷人
12:24 12:30 まるごと高知オフィシャルチーム 襲雷舞踊団 いとう舞士童 パワフル 燦－ＳＵＮ－ 子鳩子兎 横浜百姫隊
12:30 12:36 南アルプスよさこい連 響 南アルプスよさこい連 ミックス Ｄｏ2 響 踊乱會 ところざわ武蔵瀧嵐
12:36 12:42 たかさき雷舞 轟躍連合 遊人 茜丸 伽宮弥 一美組 東京理科大学Ｙｏｓａｋｏｉ部
12:42 12:48 凪 チーム☆利ゑ蔵 みちのくＹＯＳＡＫＯＩ大漁連 よさこいチーム　葵 流　東京支部 朝霞鳴子一族め組
12:48 12:54 朝霞和樂 維新～心ひとつ～ ＡＺＵＫＩ 紅踊輝 楽天 ＣＨＩ よ ＲＥＮ 北天魁
12:54 13:00 生っ粋２０１２ 粋 よさこい明日風 若小親 Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ 舞華 万々商店街　万々歳
13:00 13:06 新芸組 遊駆人 ピンクチャイルド 夢人～むじん～ 大氣 遠州鳴子浪漫
13:06 13:12 リゾンなるこ会飛鳥 よさこい柏紅塾 爽 上州高崎雷舞爽踊隊 Ｄａｎｃｅ ｃｏｍｐａｎｙ ＲＥＩＫＡ 組

13:12 13:18 水戸藩 ＹＯＳＡＫＯＩ 連 朝霞なるこ人魚姫 櫻" 重夢逗
13:18 13:24 破天荒 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ 安全輸送 新松戸雅ノ會 ど～んと Ｃｏｃｏ ｄｅ 踊らん会
13:24 13:30 茜丸 蔵っこ 朝霞翔舞 ひらり 南アルプスよさこい連 響
13:30 13:36 みちのくＹＯＳＡＫＯＩ大漁連 飛翠迅 パワフル 美ｎａ☆舞ｔｙ！ たかさき雷舞 轟躍連合
13:36 13:42 ＡＺＵＫＩ 翔笑伝 法政大学 YOSAKOI ソーランサークル鳳遙恋 遊人 凪 オープニング
13:42 13:48 紅踊輝 楓華 旭川北の大地 チーム☆利ゑ蔵 跳弧河童隊 夢源風人
13:48 13:54 若小親 Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ 流　東京支部 千葉工業大学よさこいソーラン風神 維新～心ひとつ～ いとう舞士童 勇舞会
13:54 14:00 大氣 楽天 武州武蔵 南アルプスよさこい連 ミックス Ｄｏ

2 襲雷舞踊団
14:00 14:06 響 舞華 ＲＥＤＡ舞神楽 よさこい明日風 子鳩子兎 横浜百姫隊 まるごと高知オフィシャルチーム

14:06 14:12 伽宮弥 爽 上州高崎雷舞爽踊隊 郷人 夢人～むじん～ ところざわ武蔵瀧嵐
14:12 14:18 よさこいチーム　葵 櫻" 燦－ＳＵＮ－ 朝霞和樂 東京理科大学Ｙｏｓａｋｏｉ部
14:18 14:24 遠州鳴子浪漫 よさこい柏紅塾 踊乱會 生っ粋２０１２ 粋
14:24 14:30 Ｄａｎｃｅ ｃｏｍｐａｎｙ ＲＥＩＫＡ 組 朝霞なるこ人魚姫 一美組 新芸組 遊駆人 ピンクチャイルド
14:30 14:36 重夢逗 紅踊輝 跳弧河童隊 リゾンなるこ会飛鳥 万々商店街　万々歳
14:36 14:42 飛翠迅 ど～んと Ｃｏｃｏ ｄｅ 踊らん会 若小親 Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ いとう舞士童 朝霞鳴子一族め組 水戸藩 ＹＯＳＡＫＯＩ 連
14:42 14:48 翔笑伝 ひらり 大氣 南アルプスよさこい連 ミックス Ｄｏ2 ＣＨＩ よ ＲＥＮ 北天魁 破天荒 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ 安全輸送

14:48 14:54 楓華 美ｎａ☆舞ｔｙ！ 遊人 南アルプスよさこい連 響 法政大学 YOSAKOI ソーランサークル鳳遙恋 蔵っこ
14:54 15:00 響 チーム☆利ゑ蔵 たかさき雷舞 轟躍連合 旭川北の大地 茜丸
15:00 15:06 伽宮弥 凪 千葉工業大学よさこいソーラン風神 みちのくＹＯＳＡＫＯＩ大漁連
15:06 15:12 よさこいチーム　葵 維新～心ひとつ～ 粋 武州武蔵 ＡＺＵＫＩ
15:12 15:18 よさこい明日風 子鳩子兎 横浜百姫隊 遠州鳴子浪漫 ピンクチャイルド ＲＥＤＡ舞神楽 ドリーム夜さ来いオフィシャルチーム

15:18 15:24 夢人～むじん～ ところざわ武蔵瀧嵐 Ｄａｎｃｅ ｃｏｍｐａｎｙ ＲＥＩＫＡ 組 リゾンなるこ会飛鳥 郷人
15:24 15:30 爽 上州高崎雷舞爽踊隊 東京理科大学Ｙｏｓａｋｏｉ部 重夢逗 よさこい柏紅塾
15:30 15:36 櫻" 朝霞和樂 ど～んと Ｃｏｃｏ ｄｅ 踊らん会 朝霞なるこ人魚姫 新松戸雅ノ會
15:36 15:42 燦－ＳＵＮ－ 生っ粋２０１２ ひらり 朝霞翔舞
15:42 15:48 踊乱會 新芸組 遊駆人 美ｎａ☆舞ｔｙ！ パワフル
15:48 15:54 一美組 まるごと高知オフィシャルチーム 朝霞鳴子一族め組 夢源風人
15:54 16:00 流　東京支部 ＣＨＩ よ ＲＥＮ 北天魁 勇舞会
16:00 16:06 楽天 南アルプスよさこい連 響 響 襲雷舞踊団
16:06 16:12 舞華 たかさき雷舞 轟躍連合 伽宮弥 紅踊輝
16:12 16:18 跳弧河童隊 凪 よさこいチーム　葵 若小親 Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ
16:18 16:24 いとう舞士童 燦－ＳＵＮ－ 飛翠迅 大氣
16:24 16:30 南アルプスよさこい連 ミックス Ｄｏ2 踊乱會 翔笑伝 よさこい明日風
16:30 16:36 ど～んと Ｃｏｃｏ ｄｅ 踊らん会 一美組 楓華 夢人～むじん～
16:36 16:42 ひらり 遠州鳴子浪漫 まるごと高知オフィシャルチーム 爽 上州高崎雷舞爽踊隊
16:42 16:48 美ｎａ☆舞ｔｙ！ Ｄａｎｃｅ ｃｏｍｐａｎｙ ＲＥＩＫＡ 組 流　東京支部 櫻"
16:48 16:54 重夢逗 楽天 遊人
16:54 17:00 新松戸雅ノ會 舞華 チーム☆利ゑ蔵
17:00 17:06 朝霞翔舞 維新～心ひとつ～
17:06 17:12 ドリーム夜さ来い正調連 パワフル 万々商店街　万々歳 よさこい柏紅塾
17:12 17:18 粋 茜丸 朝霞和樂 朝霞なるこ人魚姫
17:18 17:24 ピンクチャイルド みちのくＹＯＳＡＫＯＩ大漁連 生っ粋２０１２ 水戸藩 ＹＯＳＡＫＯＩ 連
17:24 17:30 リゾンなるこ会飛鳥 ＡＺＵＫＩ 新芸組 遊駆人 破天荒 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ 安全輸送

17:30 17:36 子鳩子兎 横浜百姫隊 法政大学 YOSAKOI ソーランサークル鳳遙恋 夢源風人 蔵っこ
17:36 17:42 ところざわ武蔵瀧嵐 旭川北の大地 勇舞会
17:42 17:48 東京理科大学Ｙｏｓａｋｏｉ部 千葉工業大学よさこいソーラン風神 襲雷舞踊団
17:48 17:54 朝霞鳴子一族め組
17:54 18:00 ＣＨＩ よ ＲＥＮ 北天魁
18:00 18:06 武州武蔵
18:06 18:12 ＲＥＤＡ舞神楽
18:12 18:18 郷人
18:18 18:24 ドリーム夜さ来いオフィシャルチーム

18:24 18:30
18:30 18:36
18:36 18:42
18:42 18:48
18:48 18:54
18:54 19:00

19:00 19:06
19:06 19:12
19:12 19:18
19:18 19:24
19:24 19:30
19:30 19:36
19:36 19:42
19:42 19:48
19:48 19:54
19:54 20:00

20:00 20:06
20:06 20:12
20:12 20:18
20:18 20:24
20:24 20:30
20:30 20:36
20:36 20:42
20:42 20:48
20:48 20:54
20:54 21:00

第１３回ドリーム夜さ来い祭り　チームスケジュール　（１１月２日）
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正調講習会
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踊り体験コーナー


