
９日（日曜日）スケジュール

時刻 チーム名 時刻 チーム名

9:35 山崎ていじ 13:30 勝山組

津西ｹﾞﾝｷKIDS Mujaki わいわい踊ろう会

10:00 凰 関西大学学生チーム"漢舞"

よさこいあっぱれ レッ津！チア

岡山うらじゃ連旭 Mighty Girls

ひなた 14:12 津チアドラキッズ&ガールズ

笠寺いちり 四季舞

10:30 飃〜FREEDOM〜 どすこい

津々うらら 信州大学YOSAKOI祭りサークル和っしょい

皇學館大学"雅" 志舞

名古屋大学快踊乱舞 ダンスチーム凛

めっちゃええやんず 15:00 25-津ぅGO!-プロジェクト

11:00 津凪ｰtsunagi- 笑楽

波桜 東京理科大学Yosakoiソーラン部

中京大学晴地舞 癸-mizunoto-

月影 15:30 近畿大学　洗心

cheerful girls27 極津

NEXTRAP まち火付け縁舞連　熟っ津

11:58 Sparkle⭐︎Gem 愛知淑徳大学「鳴踊」

Liberty Danceschool PINK PinkMafia

ShinyStar27 16:00 セミファイナル

12:36 スタジオB-BOX 17:00 津々うらら

カマレイマカナニフラスタジオ 凛ジュニア

天狗ぅ 天狗ぅ

よさこい塾Ψありがた屋 17:48 ファイナルステージ

よさこい踊り子隊「幻」-kagerou-

お城西公園会場 お城西公園会場



９日（日曜日）スケジュール

時刻 チーム名 時刻 チーム名

10:00 津ＪＣ子供みこしパレード 12:07 三重レインボープライド

「津ブロックマーチングバンド」養正小学校 豊里地区青少年育成協議会

「津ブロックマーチングバンド」一身田中学校 高虎時代絵巻

「津ブロックマーチングバンド」橋南中学校 バサラ瑞浪

「津ブロックマーチングバンド」南が丘中学校 13:00 おみが和よさこい会 和気藹藹

「津ブロックマーチングバンド」西郊中学校 ソフトバンクよさこい部

「津ブロックマーチングバンド」東観中学校 嘉們-KAMON-

「津ブロックマーチングバンド」西橋内中学校 夜宵

「津ブロックマーチングバンド」橋北中学校 北海道大学”縁”

10:47 はばたけ！！大川幼稚園 夢想漣えさし

ちびっこ武者行列/津こども園 13:30 北昴

11:07 中京高校保育class『love kids』 華岡芸術学校

岐阜聖徳学園大学 柳 津青年会議所　高虎太鼓

名古屋学生チーム『鯱』 津高虎太鼓Ａ（津高虎太鼓）

心纏い 津高虎太鼓Ｂ（津高虎太鼓）

笑゛ 14:00 伊勢津太鼓（伊勢津太鼓保存会）

11:32 天狗ぅ 津商工会議所青年部　元気玉太鼓

よさこい塾Ψありがた屋 白塚獅子舞（白塚獅子舞保存会）

よさこい踊り子隊「幻」-kagerou- しゃご馬（津しゃご馬保存会）

勝山組 分部町唐人踊り（分部町唐人踊保存会）

わいわい踊ろう会 八幡獅子舞・入江和歌囃子（津民芸保存会）

関西大学学生チーム"漢舞"

裁判所前会場 裁判所前会場



９日（日曜日）スケジュール

時刻 チーム名

16:00 四季舞

どすこい

信州大学YOSAKOI祭りサークル和っしょい

志舞

ダンスチーム凛

16:30 25-津ぅGO!-プロジェクト

笑楽

名古屋大学快踊乱舞

めっちゃええやんず

津凪ｰtsunagi-

17:00 波桜

中京大学晴地舞

月影

凰

よさこいあっぱれ

17:30 岡山うらじゃ連旭

ひなた

笠寺いちり

飃〜FREEDOM〜

津々うらら

18:00 天狗ぅ

よさこい塾Ψありがた屋

よさこい踊り子隊「幻」-kagerou-

勝山組

わいわい踊ろう会

18:30 関西大学学生チーム"漢舞"

東京理科大学Yosakoiソーラン部

癸-mizunoto-

近畿大学　洗心

19:00 極津

まち火付け縁舞連　熟っ津

愛知淑徳大学「鳴踊」

裁判所前会場



９日（日曜日）スケジュール

時刻 チーム名 時刻 チーム名

10:12 津ＪＣ子供みこしパレード 13:10 バサラ瑞浪

「津ブロックマーチングバンド」養正小学校 おみが和よさこい会 和気藹藹

「津ブロックマーチングバンド」一身田中学校 ソフトバンクよさこい部

「津ブロックマーチングバンド」橋南中学校 嘉們-KAMON-

「津ブロックマーチングバンド」南が丘中学校 13:30 夜宵

「津ブロックマーチングバンド」西郊中学校 北海道大学”縁”

「津ブロックマーチングバンド」東観中学校 夢想漣えさし

「津ブロックマーチングバンド」西橋内中学校 北昴

「津ブロックマーチングバンド」橋北中学校 華岡芸術学校

11:02 はばたけ！！大川幼稚園 津青年会議所　高虎太鼓

ちびっこ武者行列/津こども園 14:02 津高虎太鼓Ａ（津高虎太鼓）

中京高校保育class『love kids』 津高虎太鼓Ｂ（津高虎太鼓）

岐阜聖徳学園大学 柳 伊勢津太鼓（伊勢津太鼓保存会）

11:32 名古屋学生チーム『鯱』 津商工会議所青年部　元気玉太鼓

心纏い 白塚獅子舞（白塚獅子舞保存会）

笑゛ しゃご馬（津しゃご馬保存会）

天狗ぅ 14:32 分部町唐人踊り（分部町唐人踊保存会）

よさこい塾Ψありがた屋 八幡獅子舞・入江和歌囃子（津民芸保存会）

よさこい踊り子隊「幻」-kagerou-

12:02 勝山組

わいわい踊ろう会

関西大学学生チーム"漢舞"

三重レインボープライド

12:32 豊里地区青少年育成協議会

高虎時代絵巻

津中央郵便局前会場 津中央郵便局前会場



９日（日曜日）スケジュール

時刻 チーム名

16:00 皇學館大学"雅"

凰

よさこいあっぱれ

岡山うらじゃ連旭

ひなた

16:30 笠寺いちり

飃〜FREEDOM〜

津々うらら

天狗ぅ

よさこい塾Ψありがた屋

17:00 よさこい踊り子隊「幻」-kagerou-

勝山組

わいわい踊ろう会

関西大学学生チーム"漢舞"

レッ津！チア

17:30 東京理科大学Yosakoiソーラン部

癸-mizunoto-

近畿大学　洗心

極津

まち火付け縁舞連　熟っ津

18:00 愛知淑徳大学「鳴踊」

どすこい

信州大学YOSAKOI祭りサークル和っしょい

志舞

ダンスチーム凛

18:30 25-津ぅGO!-プロジェクト

笑楽

四季舞

名古屋大学快踊乱舞

めっちゃええやんず

19:00 津凪ｰtsunagi-

波桜

中京大学晴地舞

月影

津中央郵便局前会場



９日（日曜日）スケジュール

時刻 チーム名 時刻 チーム名

10:30 天狗ぅ 13:00 心纏い

よさこい塾Ψありがた屋 笑゛

よさこい踊り子隊「幻」-kagerou- 四季舞

勝山組 どすこい

わいわい踊ろう会 13:30 信州大学YOSAKOI祭りサークル和っしょい

11:00 関西大学学生チーム"漢舞" 志舞

津西ｹﾞﾝｷKIDS Mujaki ダンスチーム凛

東京理科大学Yosakoiソーラン部 25-津ぅGO!-プロジェクト

癸-mizunoto- 笑楽

11:30 近畿大学　洗心 14:00 凰

極津 よさこいあっぱれ

まち火付け縁舞連　熟っ津 岡山うらじゃ連旭

愛知淑徳大学「鳴踊」 ひなた

12:00 名古屋大学快踊乱舞 笠寺いちり

めっちゃええやんず 14:30 飃〜FREEDOM〜

津凪ｰtsunagi- 津々うらら

波桜 バサラ瑞浪

中京大学晴地舞 おみが和よさこい会 和気藹藹

12:30 月影 ソフトバンクよさこい部

皇學館大学"雅" 15:00 嘉們-KAMON-

中京高校保育class『love kids』 夜宵

岐阜聖徳学園大学 柳 北海道大学”縁”

名古屋学生チーム『鯱』 夢想漣えさし

北昴

15:30

15:36 NEXTRAP

新町通り会場 新町通り会場



９日（日曜日）スケジュール

時刻 チーム名 時刻 チーム名

10:00 NEXTRAP 13:00 東京理科大学Yosakoiソーラン部

10:30 バサラ瑞浪 癸-mizunoto-

おみが和よさこい会 和気藹藹 近畿大学　洗心

ソフトバンクよさこい部 極津

嘉們-KAMON- まち火付け縁舞連　熟っ津

夜宵 13:30 愛知淑徳大学「鳴踊」

11:00 北海道大学”縁” 名古屋大学快踊乱舞

夢想漣えさし めっちゃええやんず

北昴 津凪ｰtsunagi-

レッ津！チア 波桜

四季舞 14:00 中京大学晴地舞

11:30 どすこい 月影

信州大学YOSAKOI祭りサークル和っしょい 皇學館大学"雅"

志舞 中京高校保育class『love kids』

ダンスチーム凛 14:30 岐阜聖徳学園大学 柳

25-津ぅGO!-プロジェクト 名古屋学生チーム『鯱』

12:00 笑楽 心纏い

華岡芸術学校 笑゛

凰 天狗ぅ

よさこいあっぱれ 15:00 よさこい塾Ψありがた屋

岡山うらじゃ連旭 よさこい踊り子隊「幻」-kagerou-

12:30 ひなた 勝山組

笠寺いちり わいわい踊ろう会

飃〜FREEDOM〜 関西大学学生チーム"漢舞"

津々うらら

津駅前会場 津駅前会場
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