
大子メイン会場 本町会場 駅前流し第1会場 駅前流し第2会場 袋田流し第1会場 袋田流し第2会場 豊年万作会場 滝本流し会場
9:30 9:30

9:36 9:36

9:42 9:42

9:48 9:48

9:54 9:54

10:00 栃木県立小山北桜高等学校Yosakoiソーラン部　櫻笑 舞姿道　みろく 10:00

10:06 南NA魅 颯流 オープニング 10:06

10:12 会津大学「慧」 東山道三蔵 水戸藩ＹＯＳＡＫＯＩ連 10:12

10:18 天翔如人 縁結、同心會 雅華組 10:18

10:24 心隊 斬桐舞 常陸國大子連 10:24

10:30 U30ブロック開始 さかど華吹雪 栃木県立小山北桜高等学校Yosakoiソーラン部　櫻笑 いばらき熊連 水戸藩ＹＯＳＡＫＯＩ連 10:30

10:36 舞姿道　みろく 襲雷舞踊団 うりづら・ランブ会 TANASHIソーラン会 雅華組 シャルレモリモトファミリーズ 10:36

10:42 颯流 将門YOSAKOI響 よさこい飛翔 踊り子集団　乱乱流 常陸國大子連 （花音会）東海花舞 10:42

10:48 東山道三蔵 舞TAKANE 舞姫 栃木県立小山北桜高等学校Yosakoiソーラン部　櫻笑 福島学院大学YOSAKOIクラブ"月下舞流" いばらき熊連 ゆうき翔乃舞 10:48

10:54 縁結、同心會 舞連会かつみ結心 よさこいネットワーク栃木 PR隊 うりづら・ランブ会 黒潮美遊 TANASHIソーラン会 美翔 10:54

11:00 斬桐舞 乱舞姫 真壁桜乃舞 よさこい飛翔 ダンスパフォーマンス集団　迫　-ＨＡＫＵ- 踊り子集団　乱乱流 つくしＹＯＳＡＫＯＩ城里 11:00

11:06 さかど華吹雪 桜家一門YOSAKORI隊 那珂よさこい連 舞姫 朝霞鳴子一族め組 福島学院大学YOSAKOIクラブ"月下舞流" 水戸藩ＹＯＳＡＫＯＩ連 11:06

11:12 襲雷舞踊団 福島学生"源種"～seed～ よつくらYOSAKOI美舞蝶組 よさこいネットワーク栃木 PR隊 郷人 黒潮美遊 雅華組 11:12

11:18 神谷＊花華 新芸組　遊駆人 夢翔華 真壁桜乃舞 山形大学花笠サークル「四面楚歌」 ダンスパフォーマンス集団　迫　-ＨＡＫＵ- 常陸國大子連 11:18

11:24 将門YOSAKOI響 日和田龍神舞「風」 ツクバあさん47 那珂よさこい連 Sａｋｕｒａ吹舞輝 朝霞鳴子一族め組 いばらき熊連 11:24

11:30 舞TAKANE CHIよREN北天魁 うしく河童鳴子会 よつくらYOSAKOI美舞蝶組 里美華翠連 郷人 TANASHIソーラン会 11:30

11:36 岩瀬嫂舞会 栃木県立小山北桜高等学校Yosakoiソーラン部　櫻笑 筑波よさこい連 夢翔華 紅龍里 山形大学花笠サークル「四面楚歌」 踊り子集団　乱乱流 11:36

11:42 華の乱 シャルレモリモトファミリーズ うつよさ雅組 ツクバあさん47 水海道なでしこ連 Sａｋｕｒａ吹舞輝 福島学院大学YOSAKOIクラブ"月下舞流" 11:42

11:48 舞連会かつみ結心 南NA魅 乱舞姫 うしく河童鳴子会 舞鈴光 里美華翠連 黒潮美遊 11:48

11:54 光舞隊 神谷＊花華 桜家一門YOSAKORI隊 筑波よさこい連 颱見鴉 ～KAZAMIDORI～ 紅龍里 ダンスパフォーマンス集団　迫　-ＨＡＫＵ- 11:54

12:00 那珂よさこい連 会津大学「慧」 福島学生"源種"～seed～ うつよさ雅組 羅森万と海砂輝 水海道なでしこ連 朝霞鳴子一族め組 12:00

12:06 鏡踊爛會 新芸組　遊駆人 乱舞姫 東京のりのり団 舞鈴光 郷人 12:06

12:12 （花音会）東海花舞 桜家一門YOSAKORI隊 江戸っ子連　葵新連 颱見鴉 ～KAZAMIDORI～ 12:12

12:18 ゆうき翔乃舞 福島学生"源種"～seed～ 舞姿道　みろく 羅森万と海砂輝 12:18

12:24 美翔 水戸藩ＹＯＳＡＫＯＩ連 新芸組　遊駆人 颯流 東京のりのり団 Sａｋｕｒａ吹舞輝 12:24

12:30 つくしＹＯＳＡＫＯＩ城里 雅華組 東山道三蔵 江戸っ子連　葵新連 里美華翠連 12:30

12:36 シャルレモリモトファミリーズ 常陸國大子連 さかど華吹雪 舞姿道　みろく 紅龍里 12:36

12:42 乱舞姫 いばらき熊連 日和田龍神舞「風」 襲雷舞踊団 颯流 水海道なでしこ連 12:42

12:48 桜家一門YOSAKORI隊 TANASHIソーラン会 CHIよREN北天魁 将門YOSAKOI響 東山道三蔵 舞鈴光 12:48

12:54 福島学生"源種"～seed～ 踊り子集団　乱乱流 縁結、同心會 舞TAKANE さかど華吹雪 颱見鴉 ～KAZAMIDORI～ 12:54

13:00 新芸組　遊駆人 福島学院大学YOSAKOIクラブ"月下舞流" 斬桐舞 日和田龍神舞「風」 舞連会かつみ結心 襲雷舞踊団 羅森万と海砂輝 13:00

13:06 日和田龍神舞「風」 黒潮美遊 華の乱 CHIよREN北天魁 調　整 将門YOSAKOI響 東京のりのり団 13:06

13:12 舞姫 ダンスパフォーマンス集団　迫　-ＨＡＫＵ- 水戸藩ＹＯＳＡＫＯＩ連 縁結、同心會 よつくらYOSAKOI美舞蝶組 舞TAKANE 13:12

13:18 よさこいネットワーク栃木 PR隊 朝霞鳴子一族め組 雅華組 斬桐舞 夢翔華 舞連会かつみ結心 13:18

13:24 真壁桜乃舞 郷人 常陸國大子連 華の乱 ツクバあさん47 調　整 舞姿道　みろく 13:24

13:30 Sａｋｕｒａ吹舞輝 うりづら・ランブ会 いばらき熊連 水戸藩ＹＯＳＡＫＯＩ連 うしく河童鳴子会 よつくらYOSAKOI美舞蝶組 颯流 13:30

13:36 里美華翠連 よさこい飛翔 TANASHIソーラン会 雅華組 筑波よさこい連 夢翔華 東山道三蔵 13:36

13:42 紅龍里 結海衆 踊り子集団　乱乱流 常陸國大子連 うつよさ雅組 ツクバあさん47 さかど華吹雪 13:42

13:48 水海道なでしこ連 岩瀬嫂舞会 福島学院大学YOSAKOIクラブ"月下舞流" いばらき熊連 乱舞姫 うしく河童鳴子会 襲雷舞踊団 13:48

13:54 舞鈴光 鏡踊爛會 黒潮美遊 TANASHIソーラン会 桜家一門YOSAKORI隊 筑波よさこい連 将門YOSAKOI響 13:54

14:00 颱見鴉 ～KAZAMIDORI～ 華の乱 ダンスパフォーマンス集団　迫　-ＨＡＫＵ- 踊り子集団　乱乱流 福島学生"源種"～seed～ うつよさ雅組 舞TAKANE 14:00

14:06 羅森万と海砂輝 （花音会）東海花舞 朝霞鳴子一族め組 福島学院大学YOSAKOIクラブ"月下舞流" 新芸組　遊駆人 乱舞姫 舞連会かつみ結心 14:06

14:12 東京のりのり団 ゆうき翔乃舞 郷人 黒潮美遊 「BLUE-HAWKS」 桜家一門YOSAKORI隊 那珂よさこい連 14:12

14:18 うりづら・ランブ会 美翔 天翔如人 ダンスパフォーマンス集団　迫　-ＨＡＫＵ- 福島学生"源種"～seed～ 神谷＊花華 14:18

14:24 よさこい飛翔 つくしＹＯＳＡＫＯＩ城里 心隊 朝霞鳴子一族め組 新芸組　遊駆人 会津大学「慧」 14:24

14:30 TANASHIソーラン会 舞姫 光舞隊 郷人 「BLUE-HAWKS」 乱舞姫 14:30

14:36 踊り子集団　乱乱流 よさこいネットワーク栃木 PR隊 結海衆 天翔如人 桜家一門YOSAKORI隊 14:36

14:42 福島学院大学YOSAKOIクラブ"月下舞流" 真壁桜乃舞 Sａｋｕｒａ吹舞輝 心隊 福島学生"源種"～seed～ 14:42

14:48 調　整 里美華翠連 光舞隊 新芸組　遊駆人 14:48

14:54 よつくらYOSAKOI美舞蝶組 紅龍里 結海衆 14:54

15:00 夢翔華 山形大学花笠サークル「四面楚歌」 水海道なでしこ連 Sａｋｕｒａ吹舞輝 15:00

15:06 ツクバあさん47 舞鈴光 里美華翠連 15:06

15:12 うしく河童鳴子会 颱見鴉 ～KAZAMIDORI～ 紅龍里 15:12

15:18 筑波よさこい連 羅森万と海砂輝 水海道なでしこ連 15:18

15:24 うつよさ雅組 東京のりのり団 舞鈴光 15:24

15:30 一般ブロック開始 舞姿道　みろく 颱見鴉 ～KAZAMIDORI～ 15:30

15:36 黒潮美遊 颯流 羅森万と海砂輝 15:36

15:42 CHIよREN北天魁 東山道三蔵 東京のりのり団 15:42

15:48 ダンスパフォーマンス集団　迫　-ＨＡＫＵ- さかど華吹雪 舞姿道　みろく 15:48

15:54 水戸藩ＹＯＳＡＫＯＩ連 襲雷舞踊団 颯流 15:54

16:00 雅華組 将門YOSAKOI響 東山道三蔵 16:00

16:06 朝霞鳴子一族め組 舞TAKANE さかど華吹雪 16:06

16:12 郷人 舞連会かつみ結心 襲雷舞踊団 16:12

16:18 常陸國大子連 江戸っ子連　葵新連 将門YOSAKOI響 16:18

16:24 いばらき熊連 山形大学花笠サークル「四面楚歌」 舞TAKANE 16:24

16:30 舞連会かつみ結心 16:30

16:36 江戸っ子連　葵新連 16:36

16:42 山形大学花笠サークル「四面楚歌」 16:42

16:48 16:48

16:54 16:54

17:00 ファイナル出場チーム発表 17:00

17:06 17:06

17:12 17:12

17:18 17:18

17:24 17:24

17:30 17:30

17:36 17:36

17:42 17:42

17:48 17:48

17:54 17:54

18:00 18:00

18:06 18:06

18:12 18:12

18:18 18:18

18:24 18:24

18:30 18:30

18:36 18:36

18:42 18:42

18:48 結海衆 18:48

18:54 18:54

19:00 19:00

19:06 19:06

19:12 19:12

19:18 大賞チーム演舞 19:18

19:24 総　踊　り（シャケサンバ） 19:24

19:30 総踊り（黄門） 19:30

開会式

第14回常陸国YOSAKOI祭りプログラム　(21日　大子、袋田会場　） 4/11
開始時間

大　　子　　会　　場 袋 　 田  　会 　 場
開始時間

山形大学花笠サークル「四面楚歌」

休　憩

休　憩
山形大学花笠サークル「四面楚歌」

チアリーディング
休　憩

中若お囃子会

山形大学花笠サークル「四面楚歌」

チアリーディング

江戸っ子連　葵新連

江戸っ子連　葵新連

チアリーディング

「BLUE-HAWKS」

閉会式＆表彰式

「BLUE-HAWKS」

チアリーディング

総踊り（よっちょれ）

江戸っ子連　葵新連

ファイナル
（11チーム）

「BLUE-HAWKS」

＊白抜き文字は審査希望チーム・招待チーム 


