
第15回 黒潮よさこい祭り　タイム･スケジュール

10:00 - - -
- - -

10:20 - - -
10:30 - - -
10:30 黒潮美遊 - - -
10:35 新琴似天舞龍神 - - -
10:40 浜っ娘連 - - -
10:45 かしまスポーツクラブ一丸天舞 - - -
10:50 櫻″ - -
10:55 水戸藩YOSAKOI連 開会コール 開会コール 開会コール 開会コール
11:00 HSU龍馬隊 黒潮美遊・潮っ子組 黒潮美遊 YOSAKOI舞ちはら 四街道　舞謳歌
11:05 飛翠迅 南総みよし烈華隊 がむしゃら 福島学生源種～ｓｅｅｄ～ 紅翔連
11:10 チーム☆利ゑ蔵 維新～心ひとつ～ 鴉 白里・浜っ子 風魅彩
11:15 ながつき 勢や 幻夢伝 長南紅古蓮 輝翔連
11:20 TOKYO PHANTOM ORCHESTRA ACT 若小親Revolution
11:25 いばらき熊連 K-one動流夢 櫻″ とみ～と愉快な仲間たち ＣＨＩよＲＥＮ北天魁
11:30 楽天舞 おみが和よさこい会〝和気藹藹″ 黒潮美遊・潮っ子組 四街道　舞謳歌 YOSAKOI舞ちはら
11:35 遊元 九十九里浜『荻組いぶき』 南総みよし烈華隊 紅翔連 福島学生源種～ｓｅｅｄ～
11:40 ＲＥＤＡ舞神楽 ＦＯＲＺＡ木更津 維新～心ひとつ～ 風魅彩 白里・浜っ子
11:45 ＲＥＤＡ舞神楽ジュニア 黒潮美遊 勢や 輝翔連 長南紅古蓮
11:50 明海よさこい連 浜っ娘連
11:55 茨城ＹＯＳＡＫＯＩ小柳組 ペプシJコーラ怪物舞踏団 藏っこ かしまスポーツクラブ一丸天舞

12:00 楽天舞 K-one動流夢 若小親Revolution 舞姿道　みろく
12:05 遊元 おみが和よさこい会〝和気藹藹″ チーム☆利ゑ蔵 ACT
12:10 ＲＥＤＡ舞神楽 九十九里浜『荻組いぶき』 ＣＨＩよＲＥＮ北天魁 とみ～と愉快な仲間たち

12:15 ＲＥＤＡ舞神楽ジュニア ＦＯＲＺＡ木更津 新琴似天舞龍神 水戸藩YOSAKOI連
12:20 明海よさこい連 いばらき熊連 かしまスポーツクラブ一丸天舞 HSU龍馬隊
12:25 茨城ＹＯＳＡＫＯＩ小柳組 櫻″ 飛翠迅
12:30 dance comｐａｎｙ ＲＥＩＫＡ組 がむしゃら 楽天舞 ながつき チーム☆利ゑ蔵
12:35 翠天翔 鴉 遊元 舞姿道　みろく 藏っこ
12:40 舞綺瓔 幻夢伝 ＲＥＤＡ舞神楽 水戸藩YOSAKOI連
12:45 いちかわ楽舞連 TOKYO PHANTOM ORCHESTRA

12:50 ペプシJコーラ怪物舞踏団 茨城ＹＯＳＡＫＯＩ小柳組 ＲＥＤＡ舞神楽ジュニア HSU龍馬隊
12:55 明海よさこい連 飛翠迅
13:00 がむしゃら dance comｐａｎｙ ＲＥＩＫＡ組 四街道　舞謳歌 K-one動流夢 浜っ娘連
13:05 鴉 翠天翔 紅翔連 おみが和よさこい会〝和気藹藹″ 新琴似天舞龍神
13:10 幻夢伝 舞綺瓔 風魅彩 九十九里浜『荻組いぶき』 ながつき
13:15 TOKYO PHANTOM ORCHESTRA いちかわ楽舞連 輝翔連 ＦＯＲＺＡ木更津 黒潮美遊・潮っ子組
13:20 白里・浜っ子 若小親Revolution いばらき熊連 南総みよし烈華隊
13:25 長南紅古蓮 四街道　舞謳歌 かしまスポーツクラブ一丸天舞 浜っ娘連 維新～心ひとつ～
13:30 YOSAKOI舞ちはら 紅翔連 ＣＨＩよＲＥＮ北天魁 勢や
13:35 福島学生源種～ｓｅｅｄ～ 風魅彩 舞姿道　みろく 黒潮美遊・潮っ子組
13:40 ACT 輝翔連 南総みよし烈華隊 K-one動流夢
13:45 とみ～と愉快な仲間たち かしまスポーツクラブ一丸天舞 藏っこ 維新～心ひとつ～ おみが和よさこい会〝和気藹藹″

13:50 若小親Revolution dance comｐａｎｙ ＲＥＩＫＡ組 勢や 九十九里浜『荻組いぶき』
13:55 四街道　舞謳歌 翠天翔 がむしゃら ＦＯＲＺＡ木更津
14:00 紅翔連 水戸藩YOSAKOI連 舞綺瓔 鴉 櫻″
14:05 風魅彩 HSU龍馬隊 いちかわ楽舞連 幻夢伝 いばらき熊連
14:10 輝翔連 飛翠迅 白里・浜っ子 TOKYO PHANTOM ORCHESTRA 黒潮美遊
14:15 藏っこ チーム☆利ゑ蔵 長南紅古蓮 楽天舞 ペプシJコーラ怪物舞踏団
14:20 若小親Revolution 舞姿道　みろく ACT 遊元 茨城ＹＯＳＡＫＯＩ小柳組
14:25 とみ～と愉快な仲間たち

14:30 K-one動流夢 YOSAKOI舞ちはら ながつき ＲＥＤＡ舞神楽ジュニア がむしゃら
14:35 おみが和よさこい会〝和気藹藹″ 福島学生源種～ｓｅｅｄ～ ＲＥＤＡ舞神楽 鴉
14:40 九十九里浜『荻組いぶき』 白里・浜っ子 浜っ娘連 ペプシJコーラ怪物舞踏団 幻夢伝
14:45 ＦＯＲＺＡ木更津 長南紅古蓮 水戸藩YOSAKOI連 茨城ＹＯＳＡＫＯＩ小柳組 TOKYO PHANTOM ORCHESTRA

14:50 南総みよし烈華隊 ＣＨＩよＲＥＮ北天魁 HSU龍馬隊 dance comｐａｎｙ ＲＥＩＫＡ組 楽天舞
14:55 飛翠迅 翠天翔 遊元
15:00 維新～心ひとつ～ ながつき チーム☆利ゑ蔵 舞綺瓔 ＲＥＤＡ舞神楽
15:05 勢や ACT 新琴似天舞龍神 いちかわ楽舞連 ＲＥＤＡ舞神楽ジュニア
15:10 黒潮美遊・潮っ子組 とみ～と愉快な仲間たち YOSAKOI舞ちはら 黒潮美遊
15:15 舞姿道　みろく 櫻″ 福島学生源種～ｓｅｅｄ～ dance comｐａｎｙ ＲＥＩＫＡ組

15:20 ＣＨＩよＲＥＮ北天魁 いばらき熊連 翠天翔
15:25 ペプシJコーラ怪物舞踏団 舞綺瓔
15:30 新琴似天舞龍神 いちかわ楽舞連
15:36 藏っこ
15:42
15:48
15:54
16:00
16:06
16:12
16:18
16:24
16:30
16:36
16:42
16:48
16:54 黒潮美遊
17:00 新琴似天舞龍神
17:06
17:12
17:18
17:24
17:30
17:36
17:42
17:48
17:54
18:00
18:06
18:12
18:18

ファイナル
コンテスト

ファイナルステージ　６分クール

訂正版フラッグ乱舞

表彰式
閉会式

乱　　　舞

座よさこい一座
（座ヨサコイ）
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乱　　　舞

ﾌｧｲﾅﾙ進出ﾁｰﾑ発表
審査員紹介 乱　　　舞

開会式

１次審査
会場

前夜祭優勝チーム演舞

A
ブ
ロ
ッ

ク

チア演舞
市立銚子／銚子商業

Ｂ
ブ
ロ

ッ
ク

”50チーム”エントリーベース(５分クール)
駅　前　エ　リ　ア 銀座通りエリア

市役所会場
（特設ステージ）

シンボルロード会場
（ストリート）

利根川会場
（Ｇレベルステージ）

銀座通り会場
（ストリート）

飯沼観音会場
（Ｇレベルステージ）


