
８日（土曜日）スケジュール

時刻 チーム名 時刻 チーム名

11:48 山崎ていじ 16:30 25-津ぅGO!-プロジェクト

天狗ぅ よさこい踊り子隊「幻」-kagerou-

月影 信州大学YOSAKOI祭りサークル和っしょい

ダンスチーム凛 津々うらら

波桜 よさこい塾Ψありがた屋

12:30 東京理科大学Yosakoiソーラン部 17:00 めっちゃええやんず

志舞 AK Youth ＋

くるみ 関西大学学生チーム"漢舞"

皇學館大学"雅" 飃〜FREEDOM〜

どすこい 17:30 愛知淑徳大学「鳴踊」

13:00 まち火付け縁舞連　熟っ津 ひなた

Mighty Girls 津凪ｰtsunagi-

四季舞 近畿大学　洗心

13:30 福井大学よっしゃこい 皇學館大学"雅"

わいわい踊ろう会 18:00 高知県PR

笠寺いちり AK B-UP

岡山うらじゃ連旭 NEXTRAP

癸-mizunoto- 18:42 嘉們-KAMON-

14:00 cheerful girls27 名古屋学生チーム『鯱』

ぷらむソーダ 岐阜聖徳学園大学 柳

S2VMD 19:00 心纏い

14:30 すーぱーはっぴーキッズ 天狗ぅ

ShinyStar27 凰

Liberty 名古屋大学快踊乱舞

15:06 名古屋大学快踊乱舞 よさこい塾Ψありがた屋

中京大学晴地舞 19:30 極津

よさこいあっぱれ 関西大学学生チーム"漢舞"

笑楽 四季舞

15:30 勝山組 津凪ｰtsunagi-

極津 レッ津！チア

ラウレア 20:00 中京高校保育class『love kids』

16:00 レッ津！チア 夜宵

くるみ ソフトバンクよさこい部

どすこい 北海道大学”縁”

まち火付け縁舞連　熟っ津 北昴

凰 20:30 夢想漣えさし

華岡芸術学校

バサラ瑞浪

お城西公園会場 お城西公園会場



８日（土曜日）スケジュール

時刻 チーム名 時刻 チーム名

12:00 凰 16:00 北海道大学”縁”

25-津ぅGO!-プロジェクト 関西大学学生チーム"漢舞"

よさこい踊り子隊「幻」-kagerou- 飃〜FREEDOM〜

信州大学YOSAKOI祭りサークル和っしょい 愛知淑徳大学「鳴踊」

津々うらら ひなた

12:30 よさこい塾Ψありがた屋 16:30 津凪ｰtsunagi-

めっちゃええやんず 近畿大学　洗心

関西大学学生チーム"漢舞" 嘉們-KAMON-

飃〜FREEDOM〜 名古屋学生チーム『鯱』

愛知淑徳大学「鳴踊」 岐阜聖徳学園大学 柳

13:00 ひなた 17:00 天狗ぅ

津凪ｰtsunagi- 月影

近畿大学　洗心 ダンスチーム凛

天狗ぅ 波桜

月影 東京理科大学Yosakoiソーラン部

13:30 ダンスチーム凛 17:30 志舞

波桜 くるみ

東京理科大学Yosakoiソーラン部 どすこい

志舞 まち火付け縁舞連　熟っ津

名古屋大学快踊乱舞 名古屋大学快踊乱舞

14:00 中京大学晴地舞 18:00 中京大学晴地舞

よさこいあっぱれ よさこいあっぱれ

笑楽 笑楽

勝山組 勝山組

極津 極津

14:30 四季舞 18:30 中京高校保育class『love kids』

福井大学よっしゃこい 夢想漣えさし

わいわい踊ろう会 華岡芸術学校

笠寺いちり 四季舞

岡山うらじゃ連旭 わいわい踊ろう会

15:00 癸-mizunoto- 19:00 笠寺いちり

凰 岡山うらじゃ連旭

25-津ぅGO!-プロジェクト 癸-mizunoto-

よさこい踊り子隊「幻」-kagerou- 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 夜宵

15:30 津々うらら 19:30 北昴

よさこい塾Ψありがた屋 バサラ瑞浪

めっちゃええやんず

心纏い

ソフトバンクよさこい部

裁判所前会場 裁判所前会場



８日（土曜日）スケジュール

時刻 チーム名 時刻 チーム名

14:36 レッ津！チア 17:00 勝山組

中京高校保育class『love kids』 極津

夜宵 北昴

バサラ瑞浪 夢想漣えさし

15:00 嘉們-KAMON- 心纏い

名古屋学生チーム『鯱』 17:30 ソフトバンクよさこい部

岐阜聖徳学園大学 柳 北海道大学”縁”

天狗ぅ 夜宵

月影 凰

15:30 ダンスチーム凛 25-津ぅGO!-プロジェクト

波桜 18:00 よさこい踊り子隊「幻」-kagerou-

東京理科大学Yosakoiソーラン部 信州大学YOSAKOI祭りサークル和っしょい

志舞 津々うらら

四季舞 よさこい塾Ψありがた屋

16:00 福井大学よっしゃこい めっちゃええやんず

わいわい踊ろう会 18:30 関西大学学生チーム"漢舞"

笠寺いちり 飃〜FREEDOM〜

岡山うらじゃ連旭 愛知淑徳大学「鳴踊」

癸-mizunoto- ひなた

16:30 皇學館大学"雅" 津凪ｰtsunagi-

名古屋大学快踊乱舞 19:00 近畿大学　洗心

中京大学晴地舞 くるみ

よさこいあっぱれ どすこい

笑楽 まち火付け縁舞連　熟っ津

津中央郵便局前会場 津中央郵便局前会場



８日（土曜日）スケジュール

時刻 チーム名 時刻 チーム名

11:42 四季舞 14:00 ソフトバンクよさこい部

福井大学よっしゃこい 北海道大学”縁”

わいわい踊ろう会 くるみ

12:00 笠寺いちり どすこい

岡山うらじゃ連旭 まち火付け縁舞連　熟っ津

癸-mizunoto- 14:30 天狗ぅ

名古屋大学快踊乱舞 月影

中京大学晴地舞 ダンスチーム凛

12:30 よさこいあっぱれ 波桜

笑楽 東京理科大学Yosakoiソーラン部

勝山組 15:00 志舞

極津 関西大学学生チーム"漢舞"

中京高校保育class『love kids』 飃〜FREEDOM〜

嘉們-KAMON- 愛知淑徳大学「鳴踊」

13:00 名古屋学生チーム『鯱』 ひなた

岐阜聖徳学園大学 柳 15:30 津凪ｰtsunagi-

心纏い 近畿大学　洗心

凰 皇學館大学"雅"

25-津ぅGO!-プロジェクト 北昴

13:30 よさこい踊り子隊「幻」-kagerou- 夢想漣えさし

信州大学YOSAKOI祭りサークル和っしょい 16:00 夜宵

津々うらら バサラ瑞浪

よさこい塾Ψありがた屋

めっちゃええやんず

フェニックス会場 フェニックス会場




