
１２⽇（⼟曜⽇）スケジュール

時刻 チーム名 時刻 チーム名
11:00 清泉愛育園☆SEISENげんきっず 16:00 Meetiα

すずフェス連合チーム「真骨頂」 松阪笑舞連

四季舞 ダンスチーム凛

京都よさこい連 心粋 愛知淑徳大学 鳴踊

極津 よさこい踊り子隊「幻」-kagerou-

11:30 炎’S ～ファイヤーズ～ 16:30 中京大学 晴地舞

笠寺いちり 関西大学学生チーム 漢舞

波桜 鈴海龍

めっちゃええやんず 凰

飃～FREEDOM～ 舞來瞳+PRIDE+

12:00 まち火付け縁舞連　熟っ津 17:00 チアドラゴンズダンスレッスン

くるみ ラウレア

どすこい ぷらむソーダ

A・K B-UP S2VMD

12:30 17:30 スーパーハッピーキッズ

A・Kスース＆アドバンス sparkle gem

勝山組 伊勢津太鼓

よさこいあっぱれ 安田タクロウ

ひなた 18:00 天狗ぅ
13:00 凛ジュニア 勝⼭組

笑楽-eraku- 極津
mikage 四季舞

名古屋大学”快踊乱舞” 18:30 近畿⼤学 洗⼼
わいわい踊ろう会 ダンスチーム凛

13:30 FLOWERDANCERず だったらあげちゃえよ
Cheerful Girls 27 中京⼤学 晴地舞

だったらあげちゃえよ 嘉們-KAMON-
14:00 獅子虎隊 19:00 よさこい塾・ありがた屋

ボディパンプ 凰
近畿大学 洗心 松川未樹

志舞 飛鳥とも美

うらじゃ踊り連 楓 19:30 中京高校保育class『love　kids』

14:30 嘉們-KAMON- 日本福祉大学　夢人党

よさこい塾・ありがた屋 心纏い

月影 名古屋学生チーム『鯱』

Mighty Girls 20:00 岐阜聖徳学園大学　柳

15:00 Time for Taiwan

Liberty oh！愛で隊

天狗ぅ 北海道大学”縁”

津凪-tsunagi- ＴＨＥ☆北海道医療大学

15:30 皇學館大学"雅" 20:30 夢想漣えさし

津々うらら NEXTRAP

笑舞

健康体操百寿グループ

福井大学よっしゃこい

お城⻄公園会場 お城⻄公園会場



時刻 チーム名 時刻 チーム名
10:00 勝山組 15:00 FLOWERDANCERず

よさこいあっぱれ 中京高校保育class『love　kids』

ひなた 日本福祉大学　夢人党

凛ジュニア だったらあげちゃえよ

笑楽-eraku- 15:30 獅子虎隊

10:30 mikage ボディパンプ

名古屋大学”快踊乱舞” 近畿大学 洗心

わいわい踊ろう会 志舞

FLOWERDANCERず うらじゃ踊り連 楓

だったらあげちゃえよ 16:00 嘉們-KAMON-

11:00 獅子虎隊 よさこい塾・ありがた屋

ボディパンプ 月影

近畿大学 洗心 すずフェス連合チーム「真骨頂」

志舞 まち火付け縁舞連　熟っ津

うらじゃ踊り連 楓 16:30 くるみ

11:30 嘉們-KAMON- どすこい

よさこい塾・ありがた屋 天狗ぅ

月影 津凪-tsunagi-

天狗ぅ 皇學館大学"雅"

津凪-tsunagi- 17:00 津々うらら

12:00 皇學館大学"雅" 笑舞

津々うらら 福井大学よっしゃこい

笑舞 Meetiα

福井大学よっしゃこい 松阪笑舞連

Meetiα 17:30 心纏い

12:30 松阪笑舞連 名古屋学生チーム『鯱』

ダンスチーム凛 岐阜聖徳学園大学　柳

愛知淑徳大学 鳴踊 ダンスチーム凛

よさこい踊り子隊「幻」-kagerou- 愛知淑徳大学 鳴踊

中京大学 晴地舞 18:00 よさこい踊り子隊「幻」-kagerou-

13:00 関西大学学生チーム 漢舞 中京大学 晴地舞

鈴海龍 関西大学学生チーム 漢舞

凰 鈴海龍

舞來瞳+PRIDE+ 凰

四季舞 18:30 舞來瞳+PRIDE+

13:30 京都よさこい連 心粋 みんなでよいさ

極津 Time for Taiwan

炎’S ～ファイヤーズ～ oh！愛で隊

笠寺いちり 北海道大学”縁”

波桜 19:00 ＴＨＥ☆北海道医療大学

14:00 めっちゃええやんず 夢想漣えさし

飃～FREEDOM～ 四季舞

勝山組 京都よさこい連 心粋

よさこいあっぱれ 極津

ひなた 19:30 炎’S ～ファイヤーズ～

14:30 凛ジュニア 笠寺いちり

笑楽-eraku- 波桜

mikage めっちゃええやんず

名古屋大学”快踊乱舞” 飃～FREEDOM～

わいわい踊ろう会

裁判所前会場 裁判所前会場



時刻 チーム名 時刻 チーム名
15:00 ダンスチーム凛 18:00 うらじゃ踊り連 楓

15:06 愛知淑徳大学 鳴踊 18:06 嘉們-KAMON-

15:12 よさこい踊り子隊「幻」-kagerou- 18:12 よさこい塾・ありがた屋

15:18 中京大学 晴地舞 18:18 月影

15:24 関西大学学生チーム 漢舞 18:24 すずフェス連合チーム「真骨頂」

15:30 鈴海龍 18:30 まち火付け縁舞連　熟っ津

15:36 凰 18:36 くるみ

15:42 舞來瞳+PRIDE+ 18:42 どすこい

15:48 四季舞 18:48 天狗ぅ

15:54 京都よさこい連 心粋 18:54 津凪-tsunagi-

16:00 極津 19:00 皇學館大学"雅"

16:06 炎’S ～ファイヤーズ～ 19:06 津々うらら

16:12 笠寺いちり 19:12 笑舞

16:18 波桜 19:18 福井大学よっしゃこい

16:24 めっちゃええやんず 19:24 Meetiα

16:30 飃～FREEDOM～ 19:30 松阪笑舞連

16:36 勝山組

16:42 よさこいあっぱれ

16:48 ひなた

16:54 凛ジュニア

17:00 笑楽-eraku-

17:06 mikage

17:12 名古屋大学”快踊乱舞”

17:18 わいわい踊ろう会

17:24 FLOWERDANCERず

17:30 だったらあげちゃえよ

17:36 獅子虎隊

17:42 ボディパンプ

17:48 近畿大学 洗心

17:54 志舞

津中央郵便局前会場 津中央郵便局前会場



時刻 チーム名
11:54 健康体操百寿グループ

12:00 中京高校保育class『love　kids』

日本福祉大学　夢人党

心纏い

名古屋学生チーム『鯱』

岐阜聖徳学園大学　柳

12:30 Time for Taiwan

Time and LAND

津ＪＣ会場



時刻 チーム名 時刻 チーム名
10:00 四季舞 13:00 うらじゃ踊り連 楓

10:06 京都よさこい連 心粋 13:06 嘉們-KAMON-

10:12 極津 13:12 よさこい塾・ありがた屋

10:18 炎’S ～ファイヤーズ～ 13:18 月影

10:24 笠寺いちり 13:24 中京高校保育class『love　kids』

10:30 波桜 13:30 日本福祉大学　夢人党

10:36 めっちゃええやんず 13:36 心纏い

10:42 飃～FREEDOM～ 13:42 天狗ぅ

10:48 ダンスチーム凛 13:48 津凪-tsunagi-

10:54 愛知淑徳大学 鳴踊 13:54 皇學館大学"雅"

11:00 よさこい踊り子隊「幻」-kagerou- 14:00 健康体操百寿グループ

11:06 中京大学 晴地舞 14:06 津々うらら

11:12 関西大学学生チーム 漢舞 14:12 笑舞

11:18 鈴海龍 14:18 福井大学よっしゃこい

11:24 凰 14:24 すずフェス連合チーム「真骨頂」

11:30 舞來瞳+PRIDE+ 14:30 まち火付け縁舞連　熟っ津

11:36 勝山組 14:36 くるみ

11:42 よさこいあっぱれ 14:42 どすこい

11:48 ひなた 14:48 Meetiα

11:54 凛ジュニア 14:54 松阪笑舞連

12:00 笑楽-eraku- 15:00 oh！愛で隊

12:06 mikage 15:06 北海道大学”縁”

12:12 名古屋大学”快踊乱舞” 15:12 ＴＨＥ☆北海道医療大学

12:18 わいわい踊ろう会 15:18 夢想漣えさし

12:24 FLOWERDANCERず 15:24 名古屋学生チーム『鯱』

12:30 だったらあげちゃえよ 15:30 岐阜聖徳学園大学　柳

12:36 獅子虎隊 15:36 Time for Taiwan

12:42 ボディパンプ

12:48 近畿大学 洗心

12:54 志舞

フェニックス会場 フェニックス会場


